
（決勝）

藤田研究所Ａ

         ①

しおみキャッツＡ

　（追加試合）

ＢＴ１位 ＢＴ２位 ＧＴ３位 ＧＴ３位 勝　　敗 順　位

ＢＴ１位 ④ ①

ＢＴ２位 ② ③

ＧＴ３位

ＧＴ３位

　（予選リーグ）

Ａ リーグ しおみキャッツB
三股バードウイン

グA
国富スマッシュA 勝　　敗 順　位

しおみキャッツB ③ ①

三股バードウイングA ②

国富スマッシュA

Ｂ リーグ 藤田研究所B レッドバード佐土原 妻南小バドミントンA 勝　　敗 順　位

藤田研究所B ③ ①

レッドバード佐土原 ②

妻南小バドミントンA

　（決勝トーナメント）

A１位

         ①

B２位

③

A２位

         ②

B１位

女　　子　　団　　体　　（　Ｇ　Ｔ　）

男　　子　　団　　体　　（　Ｂ　Ｔ　）



　（予選リーグ）

Ａ　リーグ 三股バードウイングB 妻北ジュニア 小松台ホワイトジュニア 綾ジュニア 勝　　敗 順　位

三股バードウイングB ⑥ ④ ①

妻北ジュニア ② ③

小松台ホワイトジュニア ⑤

綾ジュニア

Ｂ　リーグ 妻南小バドミントンB 都城スマッシュ しおみキャッツC 門っ子くらぶ 勝　　敗 順　位

妻南小バドミントンB ⑥ ④ ①

都城スマッシュ ② ③

しおみキャッツC ⑤

門っ子くらぶ

（決勝）

A１位

         ①

B２位

③

A2位

         ②

B１位

　（決勝リーグ）

国富スマッシュB しおみキャッツD 西池ジュニアA 西池ジュニアB 勝　　敗 順　位

国富スマッシュB ⑥ ④ ①

しおみキャッツD ② ③

西池ジュニアA ⑤

西池ジュニアB

混　　合　　団　　体　（　Ｘ　Ｔ　）

混合団体　決勝トーナメント

４　年　生　以　下　　団　　体　（　４　Ｔ　）



●男子団体（ＢＴ）

ク  ラ  ブ  名

淡路　佳亮⑥ 中原　光希⑥ 井本　大貴⑥ 椎葉　悠斗⑤ 藤田　導心④

小野原　瑛音③ 川邉　羅文③ 藤田　晏仙②

黒島　淳之介⑥ 鈴木　悠史⑥ 田村　太亮⑥ 飯星　誠啓⑥ 渡邉　聖永⑤

黒田　裕紀⑤ 末永　幸大④ 原口　阜磨④ 黒田　真司③

　●女子団体（ＧＴ）

ク  ラ  ブ  名

原口　樹璃⑥ 隈元　優⑥ 山中　向日葵⑥ 日高　結衣⑤ 松崎　さくら⑤

川田　彩音③ 田村　心音③ 松山　結奈③

坂田　悠愛⑥ 相場　涼那⑥ 金丸　明生⑥ 今村　愛羽⑤ 本城　琴美④

坂田　琉凪④ 中内　蓮浬④

井上　海音⑥ 境田　絢音⑥ 本山　愛海⑥ 巣山　史葵⑥ 仮屋園　翠音⑤

黒木　るな⑤ 日髙　巳晴⑤ 武田　莉南④ 仮屋園　礼道②

川邉　凌子⑥ 小野　夢月⑥ 甲斐　羽純⑥ 山本　結依⑤ 河野　雪路⑤

小野　愛月③ 甲斐　未羽③ 淡路　佳乃③

宇都宮　愛湖⑥ 藤　沙緒莉⑥ 山内　あさひ⑤ 小田原　彩羽⑤ 太田　菜優⑤

太田　美優⑤ 松尾　香春④ 宇都宮 理央南②

児玉　名央⑥ 河野　みのり⑥ 土持　麻緒⑥ 黒木　彩夏⑥ 一安　優花⑤

池之上　仁奈⑤ 大浦　陽向⑤ 𠮷野　琴后④

三股バードウイングA

国富スマッシュA

藤田研究所B

レッドバード佐土原

妻南小バドミントンA

選　　　　手　　　　名　　　　簿

選　　　　　　手　　　　　　氏　　　　　　名

藤田研究所Ａ

しおみキャッツＡ

選　　　　　　手　　　　　　氏　　　　　　名

しおみキャッツB



　●混合団体（ＸＴ）

ク  ラ  ブ  名

鈴東　佑太⑥ 前田　隼⑥ 本城　佑哉⑤ 鈴東　貴心④ 今村　龍翔③

松田　宙大③ 本城　羽美②

早田　凪沙⑥ 小玉　依歩生⑥ 小原　宗真⑥ 長谷川　楓⑤ 牧野　美織⑤

小幡　向日葵④ 林　咲蓮④

福田　百萌⑥ 三浦　育歩⑥ 中山　遥楓⑥ 松浦　七葵⑥ 中武　美愛④

伊東　連桜⑤ 松浦　桜真④

田村　拓巳⑥ 日高　結音⑥ 淵上　陽太⑤ 湯地　虹空⑤ 梶山　一花⑤

日高　琥太郎④ 淵上　瑛太③

髙塚　友輔⑥ 長友　悠眞⑥ 横山　喜一⑥ 中野　真昊⑤ 梅田　理央⑤

大森　麻瑚④ 金丸　美桜④ 池田　瑞季③ 髙塚　元期③

尾林　大地⑥ 赤池　玲香⑥ 川原　ひより⑥ 津崎　くるみ⑤ 大重　花歩⑤

川原　小春④ 赤池　瑠香④

田原　翔大⑥ 伊東　柊⑥ 林田　拓也⑥ 川田　龍誠⑤ 安藤　優作⑤

曽原　啓史⑤ 渡邉　仁⑤ 日高　柾輝④ 長友　唯奈④ 春山　美月③

年森　遥香⑥ 渡部　眞葵⑥ 年森　香菜未③ 松木　ひより③ 松本　彩那③

山内　暖々③

　●４年生以下団体（４Ｔ）

ク  ラ  ブ  名

山田　大輝④ 弓削　和斗③ 松木　瞭③ 串間　郁斗③ 三輪　陽大③

松木　あみ①

しおみキャッツD 渡邉　杏③ 柏田　咲陽② 田原　颯翔① 原口　凜久① 隈元　優和①

西池ジュニアA 小原　海斗④ 竹尾　航④ 岩切　拓士④ 長谷　叶夢①

西池ジュニアB 海老原　沙歩④ 海老原　由奈④ 押川　楓③ 小原　七海②

都城スマッシュ

しおみキャッツC

門っ子くらぶ

選　　　　　　手　　　　　　氏　　　　　　名

国富スマッシュB

選　　　　　　手　　　　　　氏　　　　　　名

三股バードウイングB

妻北ジュニア

小松台ホワイトジュニア

綾ジュニア

妻南小バドミントンB

選　　　　手　　　　名　　　　簿


