
　今年も宮崎県スポーツ少年団、各スポーツ団体の皆さんをお迎えし「第２８回ＵＭＫ

スポーツフェスタ」が開催できますことを心より感謝申し上げます。

　次代を担う子どもたちにスポーツを通じて心豊かに成長してほしいという願いか

ら始まった「ＵＭＫスポーツフェスタ」は、テレビ宮崎開局２５周年を記念して平成８年

にスタートし、これまでご参加頂きました多くの子どもたち、関係者の皆様に愛されて

参りました。

　今回より新たな取り組みとして「パラスポーツ体験会」をスタート致します。

私たちは将来にわたって持続可能で、更に皆様に喜んで頂けるスポーツ支援事業にこれ

からも取り組んで参ります。

　子どもたちの豊かで明るい未来のために、スポーツを通じて健全な育成に貢献すべ

く、より良い事業を推進して参りますので、なお一層のご理解とご協力をお願い申し

上げます。

ごあいさつ
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コート

時間

8:10

8:15

8:45

種目

時間

8:55
Ａ-１ Ｂ-１ C-１ Ｄ-１ Ｅ-1 Ｆ-１ Ｇ-１ Ｈ-１ Ｉ-１ Ｊ-１ Ｋ-１ Ｌ－1

9:40
Ｍ－1 Ｎ-1 Ｏ-１ Ｐ-１ Ｐ-２ Ｑ-1 Ｒ-1 Ｒ-２ Ａ-２ Ｂ-２ Ｃ-２ Ｄ-２

10:25
Ｅ-２ Ｆ-２ Ｇ-２ Ｈ-２ Ｉ-２ Ｊ-２ Ｋ-２ Ｌ－２ Ｍ－２ Ｎ-２ Ｏ-２ Ｐ-３

11:10
Ｐ-４ Ｑ-２ Ｒ-３ Ｒ-４ Ａ-３ Ｂ-３ C-３ Ｄ-３ Ｅ-３ Ｆ-３ Ｇ-３ H-３

11:55
I-３ J-３ K-３ Ｌ-３ Ｍ－３ Ｎ-３ Ｏ-３ Ｐ-５ Ｐ-６ Ｑ-３ Ｒ-５ Ｒ-６

種目

時間

13:00

13:50

14:40

15:30

　【 競技上の注意事項 】

１．　全試合、第１シングルス～第１ダブルス～第２シングルス　の順で行います。

２．　全試合１５点３ゲームマッチとします。（延長は２１点までとします）８点での給水はできますが、アドバイスはできません。

３．　予選リーグは全試合行いますが、決勝トーナメントは２試合先取で打ち切りとなります。

４．　試合中、ベンチに入ることができるのは、登録選手のみです。審判の待機者は、フロアの四隅か観客席で待機ください。

　　　各コーチ席に座ることができるのは、登録済み指導者１名までとします。R４指導者登録証を首にかけて掲示してください。

５．　進行はタイムテーブルの順に流し込み方式で行いますが、試合の進行上、変更になることがあります。また、コートを３つに増やす可能性があります。

第２８回　UMKスポーツフェスタ 「バドミントン競技」

　　　タ　 イ 　ム 　テ 　ー 　ブ 　ル
令和５年３月１２日（日）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

公　式　練　習　　（８分交代）

代　表　者　会　議　（ステージにて）

開　　　　 会 　　　　式　　　　〔観　客　席〕

ＡⅠ準決－１ ＡⅠ準決－２ ＡⅡ準決－２ＡⅡ準決－１

A/Bブロック　予選リーグ

ＡⅢ準決－１

A/Bブロック　決勝トーナメント

ＢⅠ準決－１

表　　　彰　　　式　　or　　閉　　　会　　　式

ＢⅡ決勝－２

ＢⅠ準決－２ ＢⅡ準決－１ ＡⅠ決勝－３ ＡⅡ決勝－３ ＡⅢ決勝－２ ＢⅠ決勝－３



【 ＡⅠ ： 決勝トーナメン ト 】 【 ＡⅡ ： 決勝トーナメン ト 】

【 ＡⅢ ： 決勝トーナメン ト 】

【 ＢⅠ ： 決勝トーナメン ト 】 【 ＢⅡ ： 決勝トーナメン ト 】

第２８回ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」
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－ 4－

（予選リーグ）

Ａ　パート 都城スマッシュA ホットケーキ 妻北ジュニアB 勝　　敗 順　位

都城スマッシュA 3 1

ホットケーキ 2

妻北ジュニアB

B ＵＮＡＩＤ宮崎Ｂ 高鍋ジュニアＡ 門っ子くらぶＡ 勝　　敗 順　位

ＵＮＡＩＤ宮崎Ｂ 3 1

高鍋ジュニアＡ 2

門っ子くらぶＡ

C KUREYON　A レッドバードB 都農バドミントンA 勝　　敗 順　位

KUREYON　A 3 1

レッドバードB 2

都農バドミントンA

D 西池ジュニアＢ 三股BW 国富スマッシュC 勝　　敗 順　位

西池ジュニアＢ 3 1

三股BW 2

国富スマッシュC

第２８回 ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」　組合せ （ ＡⅠ）
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Ａ　パート Ｂ Ｃ Ｄ

都城スマッシュA UNAID宮崎B KUREYON A 西池ジュニアB

大重　駿⑥ 中原　維吹⑤ 三浦　湊士⑤ 川崎　柊一朗⑥

黒木　響斗⑥ 久保　香遙⑤ 田中　悠月⑥ 嶋内　悠人⑥

松原　蓬大⑥ 川﨑　心愛④ 松葉　悠月⑥ 今田　航貴⑥

盛田　来夢⑥ 奥野　颯馬③ 若本　真希⑥ 長田　妃莉⑥

永久井　凜⑥ 木原　綾美⑤

ホットケーキ 高鍋ジュニアA レッドバードB 三股BW

西　由歩⑥ 稲子田　柚綺⑥ 上杉　希⑤ 松迫　小羽音⑤

富﨑　楓⑥ 黒木　陽彩⑥ 内倉　花⑤ 坂田　結愛⑤

柿木原　希羽⑤ 池田　伊織⑥ 岩切　佑斗⑤ 髙橋　希華⑤

佐々木　彩雨③ ハーデンカミール小雪⑥ 續　遼④ 中園　羚南⑤

富永　結衣③ 横尾　拓摩④ 日髙　昊羽④ 松迫　翼④

佐土瀬　功④ 落合　駿太④

妻北ジュニアB 門ッ子クラブA 都農バドミントンA 国富スマッシュC

芝　歩音⑥ 尾川　幸汰⑥ 河野　悠仁⑥ 甲斐　羽唄⑥

上米良　七恵⑥ 吉原　俊希⑥ 見川　剣登⑥ 矢野　萌々香⑥

中武　あいみ⑥ 川畑　虎生⑥ 高橋　春人⑥ 楠木　胡々音⑥

田中　乃愛④ 青山　莉己⑥ 立山　星奈⑥ 山下　晄夏梨⑤

岩切　梅希② 甲斐　椛②

第２８回　ＵＭＫスポーツフェスタ団体戦　選手名簿 （ ＡⅠブロック ）
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（予選リーグ）

E　パート ＵＮＡＩＤ宮崎A 清武ジュニアA 都農バドミントンB 勝　　敗 順　位

ＵＮＡＩＤ宮崎A 3 1

清武ジュニアA 2

都農バドミントンB

F 田野バドミントンA ラビットA 綾ジュニアA 勝　　敗 順　位

田野バドミントンA 3 1

ラビットA 2

綾ジュニアA

G 小松台ホワイトA 国富スマッシュA 妻北ジュニアＡ 勝　　敗 順　位

小松台ホワイトA 3 1

国富スマッシュA 2

妻北ジュニアＡ

Ｈ レッドバードA しおみキャッツB 妻南小バドA 勝　　敗 順　位

レッドバードA 3 1

しおみキャッツB 2

妻南小バドA

第２８回 ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」　組合せ （ ＡⅡ）
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Ｅ　パート Ｆ Ｇ Ｈ

UNAID宮崎A 田野バドミントンA 小松台ホワイトA レッドバードA

古賀　楓菜⑥ 福森　唯斗⑤ 久嶋　開人⑥ 宇都宮　理央南⑥

米良　茉南⑥ 宮本　晃弥⑤ 中野　朋花⑥ 西村　美心⑤

奥野　莉央⑥ 落合　唯葵⑤ 崎山　小遥⑤ 黒木　咲希⑤

串間　太政⑤ 中村　彪④ 圖師田　采実⑤ 岡林　莉央⑤

古賀　稜大⑤ 谷口　蓮來④ 中野　史龍③

清武ジュニアA ラビットA 国富スマッシュA しおみキャッツB

安田　凛音⑥ 内八重　愛夢⑥ 串間　瑛斗⑥ 林　由季乃⑥

後藤　結衣⑥ 高山　颯桜⑥ 仮屋園　礼道⑥ 青山　陽奏⑥

笠原　千愛⑥ 髙橋　陽和⑥ 三輪　環大⑤ 磯脇　百香⑤

後藤　友月⑤ 林田　唯花⑥ 松木　あみ⑤ 松浦　礼依乃⑤

矢野　響也⑤ 下沖　菫⑤

橋口　夢月⑥

都農バドミントンB 綾ジュニアA 妻北ジュニアA 妻南小バドA

黒木　菜月里⑥ 松尾　眞聖⑥ 林　綺星⑥ 沼口　媛那⑤

河野　華恋⑥ 岩元　麗斗⑥ 有馬　一華⑥ 島地　瑠菜⑤

太田　真白⑥ 市野瀬　茜⑥ 田中　心結⑥ 杉尾　百優⑤

新名　結莉⑤ 長友　愛莉⑥ 岩切　佳希⑤ 井上　音夢⑤

髙砂　奏心⑤ 川口　紗楽⑤

外山　華漣⑤

第２８回　ＵＭＫスポーツフェスタ団体戦　選手名簿 （ ＡⅡブロック ）
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（予選リーグ）

Ｉ　パート 西池ジュニアＡ 門っ子くらぶＢ 大宮バドミントン 勝　　敗 順　位

西池ジュニアＡ 3 1

門っ子くらぶＢ 2

大宮バドミントン

Ｊ 小戸イーグル 高城スマッシュA 国富スマッシュＢ 勝　　敗 順　位

小戸イーグル 3 1

高城スマッシュA 2

国富スマッシュＢ

Ｋ しおみキャッツA スカイウイングＡ 綾ジュニアB 勝　　敗 順　位

しおみキャッツA 3 1

スカイウイングＡ 2

綾ジュニアB

第２８回 ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」　組合せ （ ＡⅢ）
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Ｉ　パート Ｊ Ｋ

西池ジュニアA 小戸イーグル しおみキャッツA

蛯原　心之介⑥ 内田　瑠奈⑥ 横山　詢⑥

尾﨑　陽満⑥ 串間　淑乃⑥ 野中　結愛⑥

小原　七海⑥ 黒木　陽斗⑥ 池澤　桃花⑥

長谷　叶夢⑤ 武　弘奈⑤ 原口　凛久⑤

末並　麗奈⑤

門ッ子クラブB 高城スマッシュA スカイウイングA

林田　莉音⑥ 向原　一晴⑥ 茂　翔慎⑥

松本　優花⑤ 熊谷　淳平⑥ 甲斐　天陽⑥

田中　泉⑥ 藤森　智矢⑥ 濱田　楓⑤

松岡　咲里⑥ 堀切　羚月⑥ 茂　琉翔④

長友　梨花⑤

大宮バドミントン 国富スマッシュB 綾ジュニアB

岩永　崚志⑥ 二見　悠翔⑥ 三輪　七海⑥

黒木　南那⑥ 二見　魁斗⑤ 大久保　姫菜子⑥

青木　唯衣⑥ 有村　敏稀⑤ 坂上　結菜⑥

土屋　柚旗⑤ 大野　鈴晟④ 長友　恵美莉⑤

尾崎　煌介⑤

日髙　佑海⑤

第２８回　ＵＭＫスポーツフェスタ団体戦　選手名簿 （ ＡⅢブロック ）
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（予選リーグ）

Ｌ　パート しおみキャッツＣ 高鍋ジュニアC スカイウイングB 勝　　敗 順　位

しおみキャッツＣ 3 1

高鍋ジュニアC 2

スカイウイングB

M レッドバードC 都城スマッシュB 清武ジュニアB 勝　　敗 順　位

レッドバードC 3 1

都城スマッシュB 2

清武ジュニアB

Ｎ ラビットB 妻南小バドB 高城スマッシュB 勝　　敗 順　位

ラビットB 3 1

妻南小バドB 2

高城スマッシュB

O 西池ジュニアC 門っ子くらぶD 田野バドミントンC 勝　　敗 順　位

西池ジュニアC 3 1

門っ子くらぶD 2

田野バドミントンC

第２８回 ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」　組合せ （ ＢⅠ）
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Ｌ　パート Ｍ Ｎ Ｏ

しおみキャッツC レッドバードC ラビットB 西池ジュニアC

惣土　きい④ 児玉　智風④ 内八重　美姫④ 年見　春輝④

伊藤　侑美④ 斉藤　佑太④ 甲斐　柚希④ 稲倉　弘明④

青山　凌大④ 内倉　色葉④ 城戸　心優③ 川口　龍愛③

高松　花音④ 岩切　蒼介③ 矢野　壮祐② 中野　翔琉③

仲西　琉偉②

門脇　一博②

高鍋ジュニアC 都城スマッシュB 妻南小バドB 門ッ子クラブD

梅本　みちる④ 園田　悠菜④ 小松　茉尋④ 藤島　椿④

青井　彩姫④ 永久井　佳④ 小城　彩葉④ 林田　羽希④

江口　真優③ 松原　彩芭④ 松浦　玲奈④ 銀山　悠愛④

石原　七海③ 盛田　あかり④ 梅原　莉愛④ 黒田　華音③

斎藤　彩希③ 末平　睦④ 梅原　楓愛① 松岡　明里③

山中　美音① 銀山　美心③

スカイウイングB 清武ジュニアB 高城スマッシュB 田野バドミントンC

園田　雄介④ 落合　大輝② 堀切　郁希④ 西濱　桃哉③

渡部　一貴③ 川﨑　羽乃夢② 熊谷　ななみ④ 持原　結人③

小玉　陽葵② 松元　莉生④ 横関　巧人④

水元　大輔③ 立和田　萌音④ 金丸　玄揮③

樋渡　咲華④ 松山　舜英③

仲田　朱里④

第２８回　ＵＭＫスポーツフェスタ団体戦　選手名簿 （ ＢⅠブロック ）
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（予選リーグ）

P　パート ＵＮＡＩＤ宮崎Ｃ 高鍋ジュニアD 小松台ホワイトB しおみキャッツD 勝　　敗 順　位

ＵＮＡＩＤ宮崎Ｃ 6 4 1

高鍋ジュニアD 2 3

小松台ホワイトB 5

しおみキャッツD

Q 西池ジュニアＤ 門っ子くらぶC 高城スマッシュC 勝　　敗 順　位

西池ジュニアＤ 3 1

門っ子くらぶC 2

高城スマッシュC

R 高鍋ジュニアＢ KUREYON　B 田野バドミントンB 綾ジュニアC 勝　　敗 順　位

高鍋ジュニアＢ 6 4 1

KUREYON　B 2 3

田野バドミントンB 5

綾ジュニアC

第２８回 ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」　組合せ （ ＢⅡ）
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Ｐ　パート Ｑ Ｒ

UNAID宮崎C 西池ジュニアD 高鍋ジュニアB

山本　楓③ 川口　心愛④ 諸冨　梨花④

川﨑　碧士② 矢野　灯梨③ 甲斐　陽日④

安達　匡① 矢野　巴菜③ 黒木　姫依②

山本　茜① 嶋内　瞳桜③ 大原　櫻②

寺田　陽和③

高鍋ジュニアD 門ッ子クラブC KUREYON B

稲子田　湊司③ 古谷　奏④ 西村　奏真④

田原　宏馬③ 甲斐　羽槻③ 田中　誠士④

梅本　丈巳③ 山本　恋侍④ 三浦　滉士③

尾﨑　桃星② 金井　琉希④ 若本　祐希奈③

川畑　直生③

小松台ホワイトB 高城スマッシュC 田野バドミントンB

馬庭　勇斗④ 川野　秀悟③ 宮本　杏華③

高瀬　皓子④ 向原　彩葉③ 福森　美都③

直島　結衣④ 弓削　穂花③ 渡邉　京太郎③

平川　瑞輝② 西森　澪③ 時吉　絢人③

圖師田　朱莉② 立和田　絢音② 甲斐　美羽③

しおみキャッツD 綾ジュニアC

長友　ひなた④ 市野瀬　光③

清水　まひる③ 西川　覇留也③

長友　亮親② 岩元　結愛③

横山　礼桜① 三輪　結海③

原口　來昊①

第２８回　ＵＭＫスポーツフェスタ団体戦　選手名簿 （ ＢⅡブロック ）
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memo




