
【　6Ｂ ： 予選リーグ　】
勝　敗 順　位

勝　敗 順　位

勝　敗 順　位

勝　敗 順　位

勝　敗 順　位

【　6Ｂ ： 決勝トーナメント　】

　６年生以下男子　

① しおみキャッツ　A 綾ジュニア　A 東海っ子クラブ　B（OP） #REF!

しおみキャッツ　A 11 1

綾ジュニア　A 6

東海っ子クラブ　B（OP）

② 田野バドミントン　A 西池ジュニア　A レッドバード佐土原　B #REF!

田野バドミントン　A

西池ジュニア　A 7

12 2

レッドバード佐土原　B

③ スカイウイング　A ラビット　A レッドバード佐土原　A #REF!

8

スカイウイング　A 13 3

ラビット　A

レッドバード佐土原　A

④ 国富スマッシュ　A ＫＵＲＥＹＯＮ　A 妻北ジュニア　A(OP) #REF!

国富スマッシュ　A 14 4

ＫＵＲＥＹＯＮ　A 9

妻北ジュニア　A(OP)

⑤ UNAID宮崎　A 三股バードウイング　A 東海っ子クラブ　A(OP） #REF!

UNAID宮崎　A

三股バードウイング　A 10

15 5

東海っ子クラブ　A(OP）

①－１位 ④－１位

18 20

⑤－2位 ②－2位

16

④－2位 22 23 ③－2位
24

②－1位 ①－2位

19 21

17

③－１位 ⑤－１位



【　5Ｂ ： 予選リーグ　】

勝　敗 順　位

勝　敗 順　位

【　5Ｂ ： 決勝トーナメント　】

　　5年生以下男子　

① 国富スマッシュ　B 西池ジュニア　D 田野バドミントン　B(OP) #REF!

国富スマッシュ　B 5 1

西池ジュニア　D 3

田野バドミントン　B(OP)

② ＫＵＲＥＹＯＮ　B 妻南小　C 小戸イーグル　A #REF!

ＫＵＲＥＹＯＮ　B 6 2

妻南小　C 4

小戸イーグル　A

①－１位 ①－2位

7 8
9

②－2位 ②－1位



勝　敗 順　位

勝　敗 順　位

2

　　4年生以下男子　

【　4Ｂ ： 予選リーグ　】

① スカイウイング　B しおみキャッツE 国富スマッシュ　D 西池ジュニア　F

スカイウイング　B 8 5 1

しおみキャッツE

7

② 国富スマッシュ　C 都城スマッシュ　B UNAID宮崎　B

4

国富スマッシュ　D

西池ジュニア　F

#REF!

国富スマッシュ　C 9 3

都城スマッシュ　B 6

UNAID宮崎　B

【　4Ｂ ： 決勝トーナメント　】

①－１位 ①－2位

10 11
12

②－2位 ②－1位



勝　敗 順　位

勝　敗 順　位

勝　敗 順　位

勝　敗 順　位

　3年生以下男女　

① しおみキャッツ　F 都城スマッシュ　D 三股バードウイング　E（OP)

都城スマッシュ　D 5

#REF!

しおみキャッツ　F 9 1

② レッドバード佐土原　D ＫＵＲＥＹＯＮ　E 妻北ジュニア　D #REF!

ＫＵＲＥＹＯＮ　E 6

レッドバード佐土原　D 10 2

三股バードウイング　E（OP)

③ 三股バードウイング　D 高鍋ジュニア　B 小戸イーグル　C #REF!

三股バードウイング　D

妻北ジュニア　D

11 3

#REF!

8

綾ジュニア　D

小戸イーグル　C

高鍋ジュニア　B 7

しおみキャッツ　G 12 4

UNAID宮崎　D

④ しおみキャッツ　G UNAID宮崎　D

①－１位 ③－１位

13 15

④－2位 ②－2位

綾ジュニア　D

②－1位 ④－1位

【　3ＢＧ ： 予選リーグ　】

【　3ＢＧ ： 決勝トーナメント　】

14 16

③－2位 ①－2位

17 18
19



【　6Ｇ ： 予選リーグ　】

勝　敗 順　位

勝　敗 順　位

勝　敗 順　位

勝　敗 順　位

【　6Ｇ ： 決勝トーナメント　】

　６年生以下女子　

① 西池ジュニア　B 都城スマッシュ　A 妻南小　A(OP) #REF!

都城スマッシュ　A 5

妻南小　A(OP)

西池ジュニア　B 9 1

② 妻北ジュニア　B しおみキャッツ　B 綾ジュニア　B(OP) #REF!

しおみキャッツ　B 6

妻北ジュニア　B 10 2

③ 三股バードウイング　C 西池ジュニアC 東海っ子クラブ　C #REF!

綾ジュニア　B(OP)

西池ジュニアC 7

三股バードウイング　C 11 3

④ 三股バードウイング　B 小松台ホワイトJr　A 妻南小　B(OP) #REF!

東海っ子クラブ　C

15

③－１位

三股バードウイング　B 12 4

小松台ホワイトJr　A 8

④－2位

①－2位

②－1位

①－１位

②－2位

17 18
19

14 16

妻南小　B(OP)

③－2位

④－1位

13



勝　敗 順　位

勝　敗 順　位

【　5Ｇ ： 予選リーグ　】

しおみキャッツ　C 8

　　5年生以下女子　

① しおみキャッツ　C 西池ジュニア　E 高鍋ジュニア　A ＫＵＲＥＹＯＮ　C

高鍋ジュニア　A

2 4

5 1

7

ＫＵＲＥＹＯＮ　C

西池ジュニア　E

② 小松台ホワイトJr　B しおみキャッツ　D 小戸イーグル　B #REF!

小松台ホワイトJr　B 9 3

しおみキャッツ　D 6

小戸イーグル　B

【　5Ｇ ： 決勝トーナメント　】

②－2位 ②－1位

①－１位 ①－2位

10 11
12



勝　敗 順　位

勝　敗 順　位

2 5

都城スマッシュ　C ラビット　B 綾ジュニア　C

1

　4年生以下女子　

① レッドバード佐土原　C UNAID宮崎　C 妻北ジュニア　C

ＫＵＲＥＹＯＮ　D 12 8 3

② ＫＵＲＥＹＯＮ　D

妻北ジュニア　C

ラビット　C(オープン）

レッドバード佐土原　C 10 6

都城スマッシュ　C 4 7

【　4Ｇ ： 予選リーグ　】

ラビット　C(オープン）

UNAID宮崎　C

13 14

ラビット　B

綾ジュニア　C

9

11

【　4Ｇ ： 決勝トーナメント　】

15

②－2位 ②－1位

①－１位 ①－2位



　第4回宮崎ダイハツ杯選手名簿

【　６Ｂ　】

しおみキャッツ　A 綾ジュニア　A 東海っ子クラブ　B（OP）

末永　幸大⑥ 日髙　琥太郎⑥ 高田　響己⑥

原口　阜磨⑥ 松尾　眞聖④ 松田　将成⑥

長友　唯奈⑥ 水間　奏多①

田野バドミントン　A 西池ジュニア　A レッドバード佐土原　B

根口　侑真⑥ 竹尾　航⑥ 合谷　雫奈⑥

黒原　直明⑥ 小原　海斗⑥ 齋藤　聖満⑤

福森　弥斗⑤ 岩切　拓士⑥ 合谷　蘭生⑤

スカイウイング　A ラビット　A レッドバード佐土原　A

園田　寛之⑤ 夏田　都季⑥ 續　駿⑥

中井　里奈⑥ 飯干　和史⑤ 齋藤　正照⑥

福富　亜海⑥ 中城 蓮 ⑥ 杉尾　幸星⑥

国富スマッシュ　A ＫＵＲＥＹＯＮ　A 妻北ジュニア　A(OP)

山田　大輝⑥ 西村　龍悟⑥ 吉野　竜大⑥

武田　莉南⑥ 佐藤　大輝⑥ 有馬　大智⑥

串間　郁斗⑤ 松田　航大⑥

UNAID宮崎　A 三股バードウイング　A 東海っ子クラブ　A(OP）

蓮尾　紗礼⑥ 長井　絢世⑥ 小川　倖志朗⑥

城村　沙都⑤ 今村　龍翔⑤ 松田　陽⑤

串間　太政③ 坂元　颯磨④

【　５Ｂ　】

国富スマッシュ　B 西池ジュニア　D 田野バドミントン　B(OP)

松木　瞭⑤ 矢野　賢信⑤ 瀧口　心音⑤

三輪　陽大⑤ 蛯原　心之介④ 福森　唯斗③

弓削　和斗⑤ 長谷　叶夢③

ＫＵＲＥＹＯＮ　B 妻南小　C 小戸イーグル　A

川邉　羅文⑤ 高塚　元期⑤ 菊池　倖太⑤

杉本　稀咲⑤ 池田　瑞季⑤ 安東　稔之介⑤

三浦　湊士③ 斎藤　愛佳③ 吉岡　莉奈⑤



【　４Ｂ　】

スカイウイング　B しおみキャッツE 国富スマッシュ　D 西池ジュニア　F

茂　翔慎④ 横山　詢④ 三輪　環大③ 花原　彪太④

濱田　楓③ 日髙　翔太④ 甲斐　羽唄④ 萩原　亮太④

茂　琉翔② 青山　陽奏④ 矢野　萌々香④ 尾﨑　陽満④

国富スマッシュ　C 都城スマッシュ　B UNAID宮崎　B

串間　瑛斗④ 黒木　響斗④ 田中　優太郎④

仮屋園　礼道④ 松原　蓬大④ 古賀　稜大③

松木　あみ③ 盛田　来夢④ 中原　維吹③

【　３ＢＧ　】

しおみキャッツ　F 都城スマッシュ　D 三股バードウイング　E（OP)

田原　颯翔③ 園田　悠菜② 中園　羚南③

原口　凜久③ 松原　彩芭② 髙橋　希華③

青山　凌大② 盛田　あかり②

レッドバード佐土原　D ＫＵＲＥＹＯＮ　E 妻北ジュニア　D

齋藤　芭菜③ 米良　栞菜③ 岩切　佳希③

岡林　莉央③ 西村　奏真② 髙砂　奏心③

續　遼② 若本　祐希奈① 田中　乃愛②

三股バードウイング　D 高鍋ジュニア　B 小戸イーグル　C

坂田　結愛③ 甲斐　陽日② 押川　聖菜③

柳田　玲音③ 諸冨　梨花② 武　弘奈③

松迫　小羽音③ 稲子田　湊司① 末並　麗奈③

しおみキャッツ　G UNAID宮崎　D 綾ジュニア　D

松浦　礼依乃③ 久保　香遙③ 水間　凜花③

大田原　きい② 田中　蓮太郎② 長友　恵美梨③

伊藤　侑美② 奥野　颯馬② 市野瀬　光①



　第3回宮崎ダイハツ杯選手名簿

【　６Ｇ　】

西池ジュニア　B 都城スマッシュ　A 妻南小　A(OP)

川﨑　唯叶⑥ 赤池　玲香⑥ 横山　詩⑥

酒生　千華⑥ 園田　あみ⑤ 吉野　琴后⑥

小原　七海④ 永久井　凜④

妻北ジュニア　B しおみキャッツ　B 綾ジュニア　B(OP)

小幡　　向日葵⑥ 眞茅　ひまり⑥ 長友　悠栞⑥

林　咲蓮⑥ 池澤　ななみ⑥ 椎　心愛⑥

黒木　亜沙美⑥ 伊藤　奈南⑤

三股バードウイング　C 西池ジュニアC 東海っ子クラブ　C

中内　蓮浬⑥ 海老原　由奈⑥ 大野　叶美⑥

橋谷　紗空⑥ 海老原　沙歩⑥ 西川　綾乃⑥

坂元　優希菜⑥ 日髙　莉穏⑤ 河原　優杏⑤

三股バードウイング　B 小松台ホワイトJr　A 妻南小　B(OP)

本城　琴美⑥ 中武　美愛⑥ 大森　麻瑚⑥

坂田　琉凪⑥ 谷口　綾音⑥ 金丸　美桜⑥

竹脇　優空⑤ 中野　花音⑥

【　５Ｇ　】

しおみキャッツ　C 西池ジュニア　E 高鍋ジュニア　A ＫＵＲＥＹＯＮ　C

川田　彩音⑤ 長田　唯那⑤ 諸冨　菜月⑤ 黒木　美羽⑤

松山　結奈⑤ 有川　琉衣加⑤ 矢野　結望⑤ 年森　香菜未⑤

池澤　桃花④ 長田　妃莉④ 稲子田　柚綺④ 松葉　早矢⑤

小松台ホワイトJr　B しおみキャッツ　D 小戸イーグル　B

平川　倖穂⑤ 田村　心音⑤ 末並　莉渚⑤

前畑　早希⑤ 春山　美月⑤ 坂本　絆⑤

水尻　結菜⑤ 林　由季乃④ 内田　瑠奈④

【　４Ｇ　】

レッドバード佐土原　C UNAID宮崎　C 妻北ジュニア　C ラビット　C(OP）

宇都宮　理央南④ 古賀　楓菜④ 林　綺星④ 林田　唯花④

黒木　咲希③ 米良　茉南④ 有馬　一華④ 髙橋　陽和④

西村　美心③ 奥野　莉央④ 上米良　七恵④

ＫＵＲＥＹＯＮ　D 都城スマッシュ　C ラビット　B 綾ジュニア　C

松葉　悠月④ 津曲　美咲④ 内八重　愛夢④ 長友　愛莉④

田中　悠月④ 津曲　美涼④ 高山　颯桜④ 市野瀬　茜④

若本　真希④ 永久井　佳② 内八重　美姫② 大久保　姫菜子④


