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（予選リーグ）

Ａ 国富スマッシュA 高鍋ジュニアA 小戸イーグルB 小松台ホワイトC 勝　　敗 順　位

国富スマッシュA 6 4 1

高鍋ジュニアA 2 3

小戸イーグルB 5

小松台ホワイトC

Ｂ 都城スマッシュA KUREYON A 綾ジュニアＡ 勝　　敗 順　位

都城スマッシュA 3 1

KUREYON A 2

綾ジュニアＡ

Ｃ 田野バドミントンA 妻南小バドミントンA しおみキャッツB 勝　　敗 順　位

田野バドミントンA 3 1

妻南小バドミントンA 2

しおみキャッツB

Ｄ 大宮バドミントンA UNAID宮崎A スカイウイングB 勝　　敗 順　位

大宮バドミントンA 3 1

UNAID宮崎A 2

スカイウイングB

第２４回ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」　組合せ （ Ａ－① ）



（予選リーグ）

Ｅ 三股バードウイングA 東海っ子クラブA レッドバード佐土原B 勝　　敗 順　位

三股バードウイングA 3 1

東海っ子クラブA 2

レッドバード佐土原B

Ｆ かんむりジュニア 清武ジュニア 国富スマッシュB 勝　　敗 順　位

かんむりジュニア 3 1

清武ジュニア 2

国富スマッシュB

Ｇ winner bad スカイウイングA 藤田研究所B 勝　　敗 順　位

winner bad 3 1

スカイウイングA 2

藤田研究所B

Ｈ しおみキャッツA 小松台ホワイトB 田野バドミントンC 勝　　敗 順　位

しおみキャッツA 3 1

小松台ホワイトB 2

田野バドミントンC

第２４回ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」　組合せ （ Ａ－② ）



（予選リーグ）

Ｉ 藤田研究所A 大宮バドミントンB 妻南小バドミントンB 勝　　敗 順　位

藤田研究所A 3 1

大宮バドミントンB 2

妻南小バドミントンB

Ｊ レッドバード佐土原A ラビットA 田野バドミントンB 勝　　敗 順　位

レッドバード佐土原A 3 1

ラビットA 2

田野バドミントンB

Ｋ 三股バードウイングB 小戸イーグルA 小松台ホワイトA 勝　　敗 順　位

三股バードウイングB 3 1

小戸イーグルA 2

小松台ホワイトA

Ｌ 妻北ジュニアA KUREYON B しおみキャッツC 勝　　敗 順　位

妻北ジュニアA 3 1

KUREYON B 2

しおみキャッツC

第２４回ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」　組合せ （ Ａ－③ ）



（予選リーグ）

Ｍ 藤田研究所C 三股バードウイングD 高鍋ジュニアB 国富スマッシュD 勝　　敗 順　位

藤田研究所C 6 4 1

三股バードウイングD 2 3

高鍋ジュニアB 5

国富スマッシュD

Ｎ レッドバード佐土原C 都城スマッシュC 西池ジュニアA 勝　　敗 順　位

レッドバード佐土原C 3 1

都城スマッシュC 2

西池ジュニアA

Ｏ しおみキャッツD 妻北ジュニアB 田野バドミントンD 綾ジュニアＢ 勝　　敗 順　位

しおみキャッツD 6 4 1

妻北ジュニアB 2 3

田野バドミントンD 5

綾ジュニアＢ

第２４回ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」　組合せ （ Ｂ－① ）



（予選リーグ）

Ｐ 国富スマッシュC UNAID宮崎B 妻南小バドミントンC 勝　　敗 順　位

国富スマッシュC 3 1

UNAID宮崎B 2

妻南小バドミントンC

Ｑ 都城スマッシュB 東海っ子クラブB 西池ジュニアB 勝　　敗 順　位

都城スマッシュB 3 1

東海っ子クラブB 2

西池ジュニアB

Ｒ ラビットB 大宮バドミントンC 小松台ホワイトD 勝　　敗 順　位

ラビットB 3 1

大宮バドミントンC 2

小松台ホワイトD

Ｓ 三股バードウイングC スカイウイングC 小戸イーグルC 勝　　敗 順　位

三股バードウイングC 3 1

スカイウイングC 2

小戸イーグルC

第２４回ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」　組合せ （ Ｂ－② ）



国富スマッシュA 高鍋ジュニアA 小戸イーグルB 小松台ホワイトC 都城スマッシュA

井上　海音⑥ 菊池　伊純⑥ 菊池　快俐⑥ 吉田　芙佐子⑥ 赤池　玲香⑥

境田　絢音⑥ 諸冨　優海⑥ 奈田　翔太⑤ 吉岡　歩梨⑥ 尾林　大地⑥

本山　愛海⑥ 矢野　愛華⑥ 小倉　斗真⑤ 久嶋　東子⑥ 津崎　くるみ⑤

巣山　史葵⑥ 永友　珠里⑥ 末並　怜優⑤ 久嶋　類子⑤ 大重　花歩⑤

日髙　愛子⑥ 原　ひおな⑤ 渡部　愛梨⑤

間野　潤美⑥ 藤本　亜珠花⑤

KUREYON A 綾ジュニアＡ 田野バドミントンA 妻南小バドミントンA しおみキャッツB

甲斐　友駿⑥ 田村　拓巳⑥ 上西　孝明⑥ 髙塚　友輔⑥ 飯星　誠啓⑥

鈴木　瑛太⑥ 日高　結音⑥ 山下　幹八⑥ 長友　悠眞⑥ 田原　翔大⑥

西村　龍悟④ 梶山　一花⑤ 大田原　琉聖⑥ 横山　喜一⑥ 伊東　柊⑥

松田　航大④ 日高　琥太郎④ 田中　康汰⑤ 児玉　名央⑥ 隈元　優⑥

横田　翔平⑤ 河野　みのり⑥ 渡邉　聖永⑤

土持　麻緒⑥ 渡邊　仁⑤

曽原　啓史⑤

大宮バドミントンA UNAID宮崎A スカイウイングB

第２４回ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」　選手名簿 （ Ａ－① ）

大宮バドミントンA UNAID宮崎A スカイウイングB

浦島　蓮夏⑥ 串間　太紀⑥ 甲斐　心彩⑥

増永　拓実⑤ 高木　雄大⑥ 渡辺　マリ⑥

川﨑　心結⑤ 西立野　紬⑤ 横田　帆乃花⑥

山下　華⑤ 城村　沙都③ 園田　寛之③

川﨑　唯叶④



三股バードウイングA 東海っ子クラブA レッドバード佐土原B かんむりジュニア 清武ジュニア

坂田　悠愛⑥ 松田　慎⑥ 藤　沙緒莉⑥ 寺原　詩弥⑥ 石山　美姫⑥

相葉　涼那⑥ 松田　春⑥ 山内　あさひ⑤ 大田　友啓⑥ 長友　梨乃⑥

金丸　明生⑥ 渡部　陽菜⑥ 太田　菜優⑤ 吉田　帆波美⑥ 湯地　琴子④

本城　佑哉⑤ 矢野　時羽⑥ 太田　美優⑤ 都甲　結花⑥ 安田　天音④

小川　このみ⑥ 三浦　知世⑥ 安田　凛音②

田口　萌恵⑤ 藤本　美紅⑥ 年見　明渚③

花井　里緒⑤ 日髙　瑠音③

国富スマッシュB winner bad スカイウイングA 藤田研究所B しおみキャッツA

仮屋園　翠音⑤ 徳永　陽向子⑥ 甲斐　美心⑥ 椎葉　悠斗⑤ 黒島　淳之介⑥

黒木　るな⑤ 津曲　ゆい⑥ 佐藤　凛ノ介⑥ 藤田　導心④ 原口　樹璃⑥

日髙　巳晴⑤ 年見　柚風④ 濱田　桔平⑥ 山本　結依⑤ 鈴木　悠史⑥

児玉　百合菜⑤ 徳永　優香子④ 福富　春花⑥ 河野　雪路⑤ 田村　太亮⑥

緒方　壮摩⑤ 山中　向日葵⑥

二宮　大輝⑤

横山　司⑤

小松台ホワイトB 田野バドミントンC

第２４回ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」　選手名簿 （ Ａ－② ）

小松台ホワイトB 田野バドミントンC

行村　音乃伽⑥ 甲斐　沙奈⑥

緒方　心菜⑥ 長友　晴空⑥

松浦　七葵⑥ 矢野　華恵⑥

横山　恵人⑥ 髙野　咲矢⑤

松元　千咲⑤ 東郷　瑞穂⑤

平原　りお⑤



藤田研究所A 大宮バドミントンB 妻南小バドミントンB レッドバード佐土原A ラビットA

淡路　佳亮⑥ 猪野　琉平⑤ 中野　真昊⑤ 瀬戸山　晟大⑥ 飯田　皓志⑤

中原　光希⑥ 山﨑　悠生⑤ 一安　優花⑤ 太場　智博⑤ 黒田　大雅⑤

井本　大貴⑥ 甲斐　文乃⑤ 池之上　仁奈⑤ 甲斐　俊太⑤ 内八重　心響⑥

岩佐　匠⑥ 伊良皆　佐和⑤ 大浦　陽向⑤ 緒方　海也⑤ 高山　碧桜⑤

小野　夢月⑥ 梅田　理央⑤

甲斐　羽純⑥

田野バドミントンB 三股バードウイングB 小戸イーグルA 小松台ホワイトA 妻北ジュニアA

黒木　日南汰⑥ 前田　隼⑥ 森　千秋⑥ 福田　百萌⑥ 小玉　依歩生⑥

谷口　萊惟⑥ 鈴東　佑太⑥ 中村　美優⑥ 松浦　碧海⑥ 小原　宗真⑥

大崎　陸⑥ 今村　愛羽⑤ 甲斐　愛未⑥ 三浦　育歩⑥ 早田　凪沙⑥

川越　暖心⑥ 中内　蓮浬④ 関屋　南⑤ 中山　遥楓⑥ 牧野　美織⑤

平塚　智大⑥ 伊東　蓮桜⑤ 長谷川　楓⑤

森　紳太朗⑤ 川畑　怜愛⑤

永谷　美丘⑤

KUREYON B しおみキャッツC

第２４回ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」　選手名簿 （ Ａ－③ ）

KUREYON B しおみキャッツC

藤高　葵彩⑥ 黒田　裕紀⑤

川野　結菜⑤ 日髙　結衣⑤

杉本　稀咲③ 松崎　さくら⑤

田中　悠月② 川田　龍誠⑤

安藤　優作⑤



藤田研究所C 三股バードウイングD 高鍋ジュニアB 国富スマッシュD レッドバード佐土原C

小野原　瑛音③ 橋谷　紗空④ 黒木　律希④ 松木　瞭③ 松尾　香春④

藤田　晏仙② 坂元　優希菜④ 日髙　莉子④ 串間　郁斗③ 西村　心都④

小野　愛月③ 今村　龍翔③ 諸冨　菜月③ 三輪　陽大③ 宇都宮　理央南②

甲斐　未羽③ 本城　羽美② 矢野　結望③ 松木　あみ① 黒木　咲希①

淡路　佳乃③ 坂元　颯磨② 西村　美心①

前田　桜玖①

前田　桜花①

都城スマッシュC 西池ジュニアA しおみキャッツD 妻北ジュニアB 田野バドミントンD

津曲　美涼② 竹尾　航④ 末永　幸大④ 小幡　向日葵④ 根口　侑真④

田尻　絵麻② 小原　海斗④ 原口　阜磨④ 林　咲蓮④ 豊永　正真④

津曲　美咲② 岩切　拓士④ 黒田　真司③ 吉野　竜大④ 黒原　直明④

米良　茉南② 長谷　叶夢① 川田　彩音③ 林　綺星② 濵砂　星陽④

田村　心音③ 早田　有李① 福森　弥斗③

平塚　照悠③

綾ジュニアB

第２４回ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」　選手名簿 （ Ｂ－① ）

綾ジュニアB

桑畑　心晴③

福田　陸人③

斎藤　伊吹③

市野瀬　茜②

水間　凛花②

日髙　優奈①



国富スマッシュC UNAID宮崎B 妻南小バドミントンC 都城スマッシュB 東海っ子クラブB

山田　大輝④ 蓮尾　紗礼④ 𠮷野　琴后④ 赤池　瑠香④ 髙田　響己④

武田　莉南④ 古賀　楓菜② 横山　詩④ 永久井　凜② 松田　将成④

弓削　和斗③ 古賀　稜大① 大森　麻瑚④ 黒木　響斗② 小川　倖志朗④

児玉　千亜季③ 中原　維吹① 金丸　美桜④ 田尻　結彩④ 松田　陽③

仮屋園　礼道② 串間　太政① 池田　瑞季③

髙塚　元期③

西池ジュニアB ラビットB 大宮バドミントンC 小松台ホワイトD 三股バードウイングC

海老原　由奈④ 夏田　都季④ 浦島　玲弥④ 松浦　桜真④ 本城　琴美④

海老原　沙歩④ 古谷　詩薗③ 服部　舜太④ 中武　美愛④ 坂田　琉凪④

小原　七海② 内八重　愛夢② 渡邉　菜摘③ 田ノ上　佳苗④ 鈴東　貴心④

花原　彪太② 高山　颯桜② 中澤　和奏④ 谷口　綾音④ 松田　宙大③

常定　眞子④

スカイウイングC 小戸イーグルC

第２４回ＵＭＫスポーツフェスタ　「バドミントン競技」　選手名簿 （ Ｂ－② ）

スカイウイングC 小戸イーグルC

中井　里奈④ 菊池　倖太③

福富　亜海④ 末並　莉渚③

茂　翔慎② 染谷　茉奈③

濱田　楓① 時任　琴羽③

原田　菜々海③

奈田　瞳③

末並　麗奈①


