
（予選リーグ）

Ａ 三股バードウイングＡ KUREYON　Ｂ 小松台ﾎﾜｲﾄｼﾞｭﾆｱＢ 勝　　敗 順　位

三股バードウイングＡ 3 1

KUREYON　Ｂ 2

小松台ﾎﾜｲﾄｼﾞｭﾆｱＢ

B しおみキャッツＢ 小戸イーグルＡ 綾ジュニアＢ 勝　　敗 順　位

しおみキャッツＢ 3 1

小戸イーグルＡ 2

綾ジュニアＢ

C 西池ジュニアＣ 高城スマシュＡ 東海っ子クラブＡ 勝　　敗 順　位

西池ジュニアＣ 3 1

高城スマシュＡ 2

東海っ子クラブＡ

D スカイウイングＡ ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原Ａ 国富スマッシュＢ 勝　　敗 順　位

スカイウイングＡ 3 1

ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原Ａ 2

国富スマッシュＢ

E 都城スマッシュＡ 清武ジュニア ラビット　Ｂ 勝　　敗 順　位

都城スマッシュＡ 3 1

清武ジュニア 2

ラビット　Ｂ
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F ＵＮＡＩＤ宮崎Ａ 国富スマッシュＣ スカイウイングＢ 勝　　敗 順　位

ＵＮＡＩＤ宮崎Ａ 3 1

国富スマッシュＣ 2

スカイウイングＢ

G 西池ジュニアＡ 高鍋ジュニアＡ 門っ子くらぶＡ 勝　　敗 順　位

西池ジュニアＡ 3 1

高鍋ジュニアＡ 2

門っ子くらぶＡ

Ｈ しおみキャッツＡ ラビットＡ 妻北ジュニアＡ 勝　　敗 順　位

しおみキャッツＡ 3 1

ラビットＡ 2

妻北ジュニアＡ

Ｉ 藤田研究所Ｂ 綾ジュニアＣ 大宮バドミントン 勝　　敗 順　位

藤田研究所Ｂ 3 1

綾ジュニアＣ 2

大宮バドミントン
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（予選リーグ）

Ｊ 藤田研究所Ａ ホットケーキ しおみキャッツＣ 勝　　敗 順　位

藤田研究所Ａ 3 1

ホットケーキ 2

しおみキャッツＣ

Ｋ 小松台ﾎﾜｲﾄｼﾞｭﾆｱA 都城スマッシュB 生目南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝＡ 勝　　敗 順　位

小松台ﾎﾜｲﾄｼﾞｭﾆｱA 3 1

都城スマッシュB 2

生目南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝＡ

Ｌ KUREYON　Ａ 西池ジュニアＢ 綾ジュニアＡ 勝　　敗 順　位

KUREYON　Ａ 3 1

西池ジュニアＢ 2

綾ジュニアＡ

M 国富スマッシュＡ 小戸イーグルＢ 門っ子くらぶＢ 勝　　敗 順　位

国富スマッシュＡ 3 1

小戸イーグルＢ 2

門っ子くらぶＢ
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（予選リーグ）

Ｎ しおみキャッツＤ 生目南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝＢ 妻南小ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 勝　　敗 順　位

しおみキャッツＤ 3 1

生目南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝＢ 2

妻南小ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

O ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原Ｂ ＵＮＡＩＤ宮崎Ｃ 都城スマッシュＣ 勝　　敗 順　位

ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原Ｂ 3 1

ＵＮＡＩＤ宮崎Ｃ 2

都城スマッシュＣ

Ｐ 藤田研究所Ｃ 妻北ジュニアＢ 小戸イーグルＣ 勝　　敗 順　位

藤田研究所Ｃ 3 1

妻北ジュニアＢ 2

小戸イーグルＣ

Ｑ 三股ﾊﾞｰﾄﾞｳｲﾝｸﾞＢ 東海っ子クラブＢ 高鍋ジュニアＢ 勝　　敗 順　位

三股ﾊﾞｰﾄﾞｳｲﾝｸﾞＢ 3 1

東海っ子クラブＢ 2

高鍋ジュニアＢ
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（予選リーグ）

Ｒ ＵＮＡＩＤ宮崎Ｂ 高鍋ジュニアＣ 門っ子くらぶＣ 綾ジュニアＤ 勝　　敗 順　位

ＵＮＡＩＤ宮崎Ｂ 6 4 1

高鍋ジュニアＣ 2 3

門っ子くらぶＣ 5

綾ジュニアＤ

Ｓ 西池ジュニアＤ 国富スマッシュＤ 三股ﾊﾞｰﾄﾞｳｲﾝｸﾞＣ 勝　　敗 順　位

西池ジュニアＤ 3 1

国富スマッシュＤ 2

三股ﾊﾞｰﾄﾞｳｲﾝｸﾞＣ

Ｔ KUREYON　Ｃ 高城スマシュB ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原Ｃ 勝　　敗 順　位

KUREYON　Ｃ 3 1

高城スマシュB 2

ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原Ｃ
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三股ﾊﾞｰﾄﾞｳｲﾝｸﾞA KUREYON B 小松台ﾎﾜｲﾄｼﾞｭﾆｱB しおみキャッツB 小戸イーグルA

松田　宙大⑥ 黒木　美羽⑥ 桐山　將⑥ 伊藤　奈南⑥ 菊池　倖太⑥

今村　龍翔⑥ 年森　香菜未⑥ 久嶋　開人⑤ 横山　詢⑤ 末並　莉渚⑥

竹脇　優空⑥ 松葉　早矢⑥ 中野　朋花⑤ 青山　陽奏⑤ 坂本　絆⑥

平見　奈菜⑥ 若本　真希⑤ 中野　史龍② 野中　結愛⑤ 安部　実紗季⑥

本城　羽美⑤ 平川　瑞輝①

中村　聡華⑤

綾ジュニアB 西池ジュニアC 高城スマッシュA 東海っ子クラブA スカイウイングA

大久保　姫菜子⑤ 日高　莉緒⑥ 重吉　璃音⑥ 河原　優杏⑥ 園田　寛之⑥

坂上　結菜⑤ 小原　七海⑤ 向原　一晴⑤ 嶋田　紗彩⑥ 茂　翔慎⑤

三輪　七海⑤ 川崎　柊一郎⑤ 熊谷　淳平⑤ 佐藤　莉奈⑤ 濱田　楓④

長友　恵美梨④ 長谷　叶夢④ 堀切　羚月⑤ 松田　なのは④ 茂　琉翔③

年見　春輝③

ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原A 国富スマッシュB 都城スマッシュA 清武ジュニア ラビットB

齋藤　聖満⑥ 宮永　瑞生⑥ 園田　あみ⑥ 安田　凛音⑤ 飯干　和史⑥

合谷　蘭生⑥ 串間　瑛斗⑤ 黒木　響斗⑤ 後藤　結衣⑤ 林田　唯花⑤

田中　優太郎⑤ 仮屋園　礼道⑤ 永久井　凜⑤ 笠原　千愛⑤ 髙橋　心愛⑥

宇都宮　理央南⑤ 甲斐　羽唄⑤ 永久井　佳③ 後藤　友月④ 甲斐　日莉⑥

有馬　楓椛④ 城戸　心優②
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UNAID宮崎A 国富スマッシュC スカイウイングB 西池ジュニアA 高鍋ジュニアA

城村　沙都⑥ 有村　優月⑥ 甲斐　天陽⑤ 矢野　賢信⑥ 橋本　結望⑥

古賀　楓菜⑤ 矢野　萌々香⑤ 上妻　愛実⑤ 蛯原　心之介⑤ 諸冨　菜月⑥

米良　茉南⑤ 楠木　胡々音⑤ 園田　雄介③ 萩原　亮太⑤ 日野　友里加⑥

奥野　莉央⑤ 西鶴　杏音④ 渡部　一貴② 尾﨑　春満⑤ 稲子田　柚綺⑤

串間　太政④ 西田　歩叶① 花原　彪太⑤ 近藤　希美⑤

ハーデンカミール小雪⑤

門っ子くらぶA しおみキャッツA ラビットA 妻北ジュニアA 藤田研究所B

黒木　寿真⑥ 川田　彩音⑥ 内八重　愛夢⑤ 林　綺星⑤ 小野原　瑛音⑥

髙橋　稜太⑥ 春山　美月⑥ 髙橋　陽和⑤ 有馬　一華⑤ 小野　愛月⑥

吉原　俊希⑤ 田村　心音⑥ 内八重　美姫③ 田中　心結⑤ 淡路　佳乃⑥

川畑　虎生⑤ 松山　結奈⑥ 高山　颯桜⑤ 芝　歩音⑤ 松木　ひより⑥

尾川　幸汰⑤ 中武　あいみ⑤

青山　莉己⑤ 上米良　七恵⑤

綾ジュニアC 大宮バドミントン

松尾　眞聖⑤ 渡邉　菜摘⑥

市野瀬　茜⑤ 芝原　由衣⑥

長友　愛莉⑤ 岩永　崚志⑤

水間　凛花④ 土屋　柚旗④
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藤田研究所A ホットケーキ しおみキャッツC 小松台ﾎﾜｲﾄｼﾞｭﾆｱA 都城スマッシュB

松田　陽⑥ 西　由歩⑤ 佐藤　悠貴⑥ 黒田　真司⑥ 末平　昂輝⑥

甲斐　未羽⑥ 新竹　莉來⑤ 池澤　桃花⑤ 平川　倖穂⑥ 大重　駿⑤

古谷　詩薗⑥ 富﨑　楓⑤ 林　由季乃⑤ 前畑　早希⑥ 松原　蓬大⑤

藤田　晏仙⑤ 柿木原　希羽④ 松浦　礼依乃④ 水尻　結菜⑥ 盛田　来夢⑤

林田　莉音⑤ 佐々木　彩雨②

生目南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝA KUREYON A 西池ジュニアB 綾ジュニアA 国富スマッシュA

清水　優里彩⑥ 川邉　羅文⑥ 長田　唯那⑥ 斉藤　伊吹⑥ 串間　郁斗⑥

白坂　勇人⑤ 杉本　稀咲⑥ 有川　琉衣加⑥ 熊須　悠介⑥ 松木　瞭⑥

花岡　優希菜⑥ 松葉　悠月⑤ 年見　明渚⑥ 岩元　麗斗⑤ 弓削　和斗⑥

佐藤　結心⑥ 田中　悠月⑤ 長田　妃莉⑤ 家村　嘉翔⑥ 三輪　陽大⑥

小戸イーグルB 門っ子くらぶB

内田　瑠奈⑤ 松本　彩那⑥

串間　淑乃⑤ 田中　泉⑤

黒木　陽斗⑤ 松岡　咲里⑤

押川　聖菜④ 石槫　葵③

松岡　明里②

黒田　華音②
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しおみキャッツD 生目南ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝB 妻南小ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原B UNAID宮崎C

原口　凜久④ 清水　彩理紗③ 斎藤　愛佳④ 黒木　咲希④ 川﨑　心愛③

磯脇　百香④ 今村　陽一③ 小松　茉尋③ 西村　美心④ 川﨑　碧士①

大田原　きい③ 山口　景大③ 杉尾　百優④ 岡林　莉央④ 上原　幸之助①

伊藤　侑美③ 春成　明③ 沼口　媛那④ 日髙　昊羽③ 矢野　ほたる①

川越　勇人④ 島地　瑠菜④

小宮　大駕④

都城スマッシュC 藤田研究所C 妻北ジュニアB 小戸イーグルC 三股ﾊﾞｰﾄﾞｳｲﾝｸﾞB

末平　睦③ 古谷　奏③ 岩切　佳希④ 武　弘奈④ 松迫　小羽音④

園田　悠菜③ 藤島　椿③ 髙砂　奏心④ 末並　麗奈④ 坂田　結愛④

松原　彩芭③ 林田　羽希③ 田中　乃愛③ 坂本　あかり③ 柳田　玲音④

盛田　あかり③ 甲斐　羽槻② 岩切　梅希① 武　杏純③ 髙橋　希華④

栁田　優璃愛② 菊池　いろり②

藤田　泰舷①

東海っ子クラブB 高鍋ジュニアB

佐藤　咲希③ 甲斐　陽日③

西田　梨乃③ 諸冨　梨花③

西田　結捺① 青井　彩姫③

早川　侑志② 梅本　みちる③
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UNAID宮崎B 高鍋ジュニアC 門っ子くらぶC 綾ジュニアD 西池ジュニアD

古賀　稜大④ 横尾　拓摩③ 松本　優花④ 家村　聡獅③ 川口　心愛③

中原　維吹④ 稲子田　湊司② 長友　梨花④ 水間　奏多② 萩原　綾奈②

久保　香遙④ 梅本　丈巳② 山本　恋侍③ 市野瀬　光② 矢野　灯梨②

上原　沙來③ 伊集院　慶太② 濵田　悠愛③ 三輪　結海② 矢野　巴菜②

奥野　颯馬② 川畑　直生② 岩元　結愛②

濵田　美心②

国富スマッシュD 三股ﾊﾞｰﾄﾞｳｲﾝｸﾞC KUREYON C 高城スマッシュB ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原C

有村　敏稀④ 中園　羚南④ 三浦　湊士④ 竹下　紫花④ 上杉　希④

三輪　環大④ 松迫　翼③ 西村　奏真③ 堀切　郁希③ 續　遼③

松木　あみ④ 落合　駿太③ 三浦　滉士② 熊谷　ななみ③ 田中　蓮太郎②

大野　鈴晟③ 髙橋　はると② 米良　栞菜④ 弓削　穂花② 岡林　佑星②

若本　祐希奈② 松尾　颯大②
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