第36回愛知県小学生バドミントン大会

単の部

６年男子シングルス
久湊 脩斗 （はりーあっぷジュニア）
黒川 脩太 （はりーあっぷジュニア）

6

篠瀬 羽也人 （西尾ジュニア）

14

1

吉田 吏玖 （羽っ子ＣＬＵＢ）

杉浦 泰希 （乙川エール）
4

22

野瀬 康介 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

26

永瀬 智早矢 （長久手ジュニアバドミントン部）
尾田 悠翼 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

7

林 睦 月 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ）

15
30

大澤 良能 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ）
32

原田 修輔 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

太田 光軌 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ）

8

濱地 諒拓 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

16

西脇 峻吾 （たんぽぽバドミントンクラブ）

23

小川 弘貴 （たんぽぽバドミントンクラブ）

27

彭 聿 翔 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

9

落合 史詞 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

17

加古 雄大 （石ヶ瀬スポーツ少年団）
34

後 藤 楓 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

35
36

永瀬 陽未来 （長久手ジュニアバドミントン部）

10

村 井 翔 （にこにこ北城クラブ）

18

大野田 裕人 （蒲郡スターズＪｒ．）

2

北 原 奏 （蒲郡スターズＪｒ．）

28

24

植木 遥都 （石ヶ瀬スポーツ少年団）
鈴木 悠太 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ）

19

竹 本 成 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

11

浅野 哲平 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ）

33

倉田 裕音 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ）

31

荒島 一文 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

20

加藤 優汰 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

12

稲垣 拓斗 （犬山ドリームズスポーツ少年団）
29

小西出 龍之介 （たんぽぽバドミントンクラブ）

5

3

徳田 右京 （乙川エール）

田村 賢太郎 （たんぽぽバドミントンクラブ）

25
21
13

百合本 悠己 （犬山ドリームズスポーツ少年団）
彦田 禅二 （西尾ジュニア）

小川 慎之佑 （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）
三位決定戦
37

※試合進行上、試合の順番が変わることがありますので館内放送には十分ご注意ください。

第36回愛知県小学生バドミントン大会

単の部

５年男子シングルス
藤澤 智樹 （西尾ジュニア）

花井 和紀 （くすの木スポーツ少年団）
11

渡辺 敦士 （くすの木スポーツ少年団）

19

1

村上 大葵 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）
6

市村 陸翔 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

27

三輪 紫恩 （長久手ジュニアバドミントン部）

31

小林 直央 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

水野 悠太 （大野バドミントンジュニア）
12

20

北野 透亘 （大里東ジュニア）

神 谷 心 （西尾ジュニア）
37
35

阿部 浩介 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

長瀬 颯斗 （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）
21

13

米津 恒希 （蒲郡スターズＪｒ．）

鹿内 翔瑛 （羽っ子ＣＬＵＢ）

2
32

加藤 洋祐 （大里東ジュニア）

井上 夢樹 （大里東ジュニア）

28

7

杉山 朝日 （西尾ジュニア）
3

竹内 翔紀 （乙川エール）

吉兼 正孝 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

22

西尾 侑起 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

14

清水 賢仁 （羽っ子ＣＬＵＢ）

39

櫨 彪 斗 （はりーあっぷジュニア）

40
41

23

三ツ石 幸太 （はりーあっぷジュニア）

8

15

筒井 祐翔 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ）

木 村 翔 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）
成 瀬 浬 （大里東ジュニア）

4

33

八木 勇輝 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

山内 啓生 （西尾ジュニア）

29
9

芝入 蒼空 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ）

鈴木 碧馬 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

24

16

中家 謙信 （大里東ジュニア）

谷本 空佑真 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

38
36

鵜野 周平 （西尾ジュニア）

鷲見 洸ノ介 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）
17

25

足立 拓瞳 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

杉崎 智哉 （羽っ子ＣＬＵＢ）
30

若 林 頼 （くすの木スポーツ少年団）

34

吉 永 駈 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

5

小 代 凪 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

10
18

26

海老原 悠斗 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

中田 敦之 （豊橋ジュニア）
世 古 奏 （くすの木スポーツ少年団）

三位決定戦
42

※試合進行上、試合の順番が変わることがありますので館内放送には十分ご注意ください。

第36回愛知県小学生バドミントン大会

単の部

４年男子シングルス－１
清水 彪梧 （羽っ子ＣＬＵＢ）
山脇 弘奨 （はりーあっぷジュニア）

32
24

高間 康生 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

片岡 結仁 （犬山ドリームズスポーツ少年団）
6

1

難波 幾深 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

60

粂 野 駿 （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）

56

角倉 陽太 （西尾ジュニア）
彦 田 煌 （西尾ジュニア）

33

石 川 剛 （はりーあっぷジュニア）

25

日比 貴博 （大里東ジュニア）

74

小川 翔大 （知多南部バドミントンＪｒ．）

72

岩井 蒼空 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

34
26

内 藤 諒 （蒲郡ドロップス）

沖土居 煌平 （ウィスタリアジュニア）
7

大矢 琉生 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

2

水野 陽人 （蒲郡スターズＪｒ．）

61

岩間 悠生 （長久手ジュニアバドミントン部）

57

片岩 優貴 （乙川エール）

8
3

近藤 貴弘 （くすの木スポーツ少年団）

渡辺 大智 （くすの木スポーツ少年団）

35
27

本橋 侑直 （アドバンスジュニア）

津田 拓馬 （師勝ジュニア）

80

81

山本 侍玄 （はりーあっぷジュニア）

84

山本 翔大 （たんぽぽバドミントンクラブ）

36
28

牧村 勇紀 （はりーあっぷジュニア）

北村 栄翔 （師勝ジュニア）
9

深田 朔玖 （ウィスタリアジュニア）

4

柴田 飛宏 （師勝ジュニア）

62

58

丸山 遥輝 （蒲郡ドロップス）
海老原 尚斗 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

10
29

三 浦 悟 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

37

平井 賢志 （ウィスタリアジュニア）
73

西牟田 剛宇 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

75

徳田 太平 （くすの木スポーツ少年団）

水口 颯太 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

30

戸田 琉晴 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

38

小林 奏太 （石ヶ瀬スポーツ少年団）
59

芝田 颯汰 （アドバンスジュニア）

63

5

近藤 颯海 （蒲郡ドロップス）

森川 優登 （大野バドミントンジュニア）
11

31
39

片山 結太 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

小原 王魁 （日進ジュニアＢ．Ｃ）
永井 紫音 （西尾ジュニア）

決勝戦
86

※試合進行上、試合の順番が変わることがありますので館内放送には十分ご注意ください。

第36回愛知県小学生バドミントン大会

単の部

４年男子シングルス－２
小立 晃成 （ｄｒａｇｏｎｆｌｙ）

渡邊 楓雅 （アドバンスジュニア）
40

浅野 晃生 （長久手ジュニアバドミントン部）

48

12

中野 晧介 （石ヶ瀬スポーツ少年団）
18

坂野 開俐 （はりーあっぷジュニア）

64

鈴 木 翔 （西尾ジュニア）

68

堀 川 潤 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

田辺 昂太郎 （大里東ジュニア）
41

49

宇佐見 哉登 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

藤本 英介 （蒲郡スターズＪｒ．）
76

中島 侑飛 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

78

松野 凌大 （羽っ子ＣＬＵＢ）

42

川見 大空 （ウィスタリアジュニア）

50

13

渡辺 久貴 （くすの木スポーツ少年団）
19

北村 優登 （師勝ジュニア）

尾形 亮輔 （ウィスタリアジュニア）
65

69

伊藤 應介 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

長 谷 篤 （師勝ジュニア）
14

水浦 恵二郎 （蒲郡ドロップス）

20
43

八木 湊星 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

51

北野 晟那 （くすの木スポーツ少年団）

澤木 悠羽 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）
82

83
85

伊藤 大悟 （師勝ジュニア）

因藤 将夢 （はりーあっぷジュニア）

44

山口 春陽 （豊橋ジュニア）

52

15

世古 創麻 （くすの木スポーツ少年団）
21

三浦 壮太 （はりーあっぷジュニア）

横山 健生 （乙川エール）
66

70

川合 健介 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

坂本 羽琉 （犬山ドリームズスポーツ少年団）
16

伊藤 優斗 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

22
45

曽我 俊斗 （蒲郡ドロップス）

53

山本 櫂利 （アドバンスジュニア）

77

田中 颯真 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

79

久 田 悠 （蒲郡スターズＪｒ．）

伊藤 源征 （みかクラブ）
46

54

三田村 壮眞 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

稲垣 遥翔 （ウィスタリアジュニア）
67

仁枝 琥多郎 （西尾ジュニア）

71

三浦 凛人 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

17

青木 虎之 （乙川エール）

23
47

55

加藤 聡太郎 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

鈴木 蒼琉 （たんぽぽバドミントンクラブ）
寺西 怜生 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

三位決定戦
87

※試合進行上、試合の順番が変わることがありますので館内放送には十分ご注意ください。

第36回愛知県小学生バドミントン大会

単の部

６年女子シングルス－１
藤井 心町 （はりーあっぷジュニア）
髙木 星邑 （長久手ジュニアバドミントン部）

18

市野 徠衣 （知多南部バドミントンＪｒ．）

26

1

角本 桜子 （大里東ジュニア）

前 田 楓 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）
6

50

服部 友月 （羽っ子ＣＬＵＢ）

54

木下 真生 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）
治部田 快春 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

19

北野 緋那 （くすの木スポーツ少年団）

27

竹内 晴香 （くすの木スポーツ少年団）

66

松岡 遥優 （大野バドミントンジュニア）

68

山田 彩空 （西尾ジュニア）

20

宮田 優菜 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

28

大串 美百奈 （たんぽぽバドミントンクラブ）

2

鈴木 桃奈 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）
55

51

末次 晴菜 （ウィスタリアジュニア）

眞野 絢音 （羽っ子ＣＬＵＢ）

7
3

片岡 南々海 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

田中 芙実 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

29
21

村松 由菜 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

松井 心愛 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

74

75

78

小川 結菜 （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）

浅井 美穂 （長久手ジュニアバドミントン部）

30
22

白井 春瑠 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

伊木 麻琴 （にこにこ北城クラブ）
8

4

濱見 帆花 （アドバンスジュニア）

56

山田 蒼衣 （にこにこ北城クラブ）

52

土屋 セナ （羽っ子ＣＬＵＢ）
藤本 心菜 （蒲郡スターズＪｒ．）

31

田中 月乃 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

23

徳田 美生 （くすの木スポーツ少年団）

69

佐尾 涼菜 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

67

田中 涼葉 （羽っ子ＣＬＵＢ）

32

鈴木 杏胡 （西尾ジュニア）

24

高須 愛唯 （西尾ジュニア）
57

小倉 千佳 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

9

5

金井 穂花 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

中川 芹華 （知多南部バドミントンＪｒ．）

53
33
25

玉城 美桜 （西南ジュニア）
伊藤 摩琳 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

松久保 芽衣 （ＮＯＣＫ）
決勝戦
80

※試合進行上、試合の順番が変わることがありますので館内放送には十分ご注意ください。

第36回愛知県小学生バドミントン大会

単の部

６年女子シングルス－２
向井 温菜 （長久手ジュニアバドミントン部）

吉田 柚花 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）
34

水野 優花 （蒲郡スターズＪｒ．）

42

10

近藤 優衣 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）
14

水野 槙子 （西尾ジュニア）

58

塩谷 心望 （知多南部バドミントンＪｒ．）

62

本間 大夏 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

坂本 羽咲 （犬山ドリームズスポーツ少年団）
35

43

坂本 菜月 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

近藤 果歩 （くすの木スポーツ少年団）
70

72

齋藤 里桜 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

高田 美峰 （石ヶ瀬スポーツ少年団）
36

44

安藤 千鶴 （くすの木スポーツ少年団）

水口 陽菜 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）
59

松野 杏咲 （羽っ子ＣＬＵＢ）

63

天野 玲希 （西尾ジュニア）

11

森岡 夏美 （にこにこ北城クラブ）

15
37

阿知波 伽梨 （蒲郡スターズＪｒ．）

45

渡邊 美空 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

永平 美月 （羽っ子ＣＬＵＢ）
76

水本 明希 （西尾ジュニア）

77
79

鈴木 心彩 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

38

松原 帆南 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

46

12

増田 乃彩 （にこにこ北城クラブ）
16

小野 柚羽 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

60

玉越 彩音 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

64

豊穂 美奈 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

平敷 美衣 （くすの木スポーツ少年団）
39

47

大前 りお （羽っ子ＣＬＵＢ）

片岡 杏胡 （日進ジュニアＢ．Ｃ）
71

73

小林 美月 （北山東山バドミントンクラブ）

田代 瑠菜 （石ヶ瀬スポーツ少年団）
40

48

夏目 幸奈 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

山田 莉咲帆 （たんぽぽバドミントンクラブ）
61

葭田 こころ （にこにこ北城クラブ）

65

角倉 莉菜 （西尾ジュニア）

13

矢古宇 菜央 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

17
41

49

二反田 奈花 （くすの木スポーツ少年団）

大久保 紗弥花 （ウィスタリアジュニア）
古舘 菜々美 （師勝ジュニア）

三位決定戦
81

※試合進行上、試合の順番が変わることがありますので館内放送には十分ご注意ください。

第36回愛知県小学生バドミントン大会

単の部

５年女子シングルス－１
小川 彩愛 （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）
竹内 亜美 （西尾ジュニア）

22
14

八木 莉咲 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

原 優 月 （乙川エール）
4

1

南出 希望 （師勝ジュニア）

50

竹内 彩乃 （乙川エール）

46

三輪 かのん （長久手ジュニアバドミントン部）
平井 智子 （ウィスタリアジュニア）

23

松本 歩里 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

15

森下 紀子 （師勝ジュニア）

64
62

野ヶ峯 菜月 （ウィスタリアジュニア）

内田 佳那 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

24

鈴木 里渚 （たんぽぽバドミントンクラブ）

16

川島 千奈 （たんぽぽバドミントンクラブ）
51

47

都築 虹衣奈 （知多南部バドミントンＪｒ．）

白澤 実花 （にこにこ北城クラブ）

5
17

河合 響希 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

25

白山 陽菜 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ）

小林 色葉 （西尾ジュニア）
70

山田 芽依 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

71

74

小林 柚依 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

18

上谷 柚乃 （豊橋ジュニア）

26

2

福岡 暖菜 （大野バドミントンジュニア）

川見 美空 （ウィスタリアジュニア）
6

48

仁川 絢な （羽っ子ＣＬＵＢ）

52

深田 芽美 （ウィスタリアジュニア）
髙橋 和鈴 （師勝ジュニア）

19

飯塚 梨音 （たんぽぽバドミントンクラブ）

27

豊田 莉音 （豊橋ジュニア）

63

桐部 由衣 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

65

吉用 万利子 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

20

松島 花奈 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

28

小久保 咲羽 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）
49

中村 玲菜 （北山東山バドミントンクラブ）

53

3

曽我 夢乃 （蒲郡ドロップス）

山岸 虹乃華 （西尾ジュニア）
7

21
29

西村 咲良 （はりーあっぷジュニア）

三好 湖音子 （西南ジュニア）
岡島 早那 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

決勝戦
76

※試合進行上、試合の順番が変わることがありますので館内放送には十分ご注意ください。

第36回愛知県小学生バドミントン大会

単の部

５年女子シングルス－２
宮田 真衣 （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）

小澤 芽依 （はりーあっぷジュニア）
30

松井 沙樹 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

38

8

垣内 珠光 （ウィスタリアジュニア）
11

大橋 美月 （長久手ジュニアバドミントン部）

54

坪井 咲樹 （たんぽぽバドミントンクラブ）

58

入谷 和奏 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

加藤 日葵 （羽っ子ＣＬＵＢ）
31

39

牧村 友紀奈 （はりーあっぷジュニア）

旭 有 彩 （西尾ジュニア）

66

68

青崎 里奈 （北山東山バドミントンクラブ）

戸澤 亜美 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）
32

40

武馬 優由花 （たんぽぽバドミントンクラブ）

前山 紀花 （豊橋ジュニア）
55
59

水野 紗良 （アドバンスジュニア）

牧 野 葵 （蒲郡ドロップス）

33

12

鈴川 結菜 （ウィスタリアジュニア）

森田 小春 （乙川エール）

41
72

早水 咲葵 （師勝ジュニア）

73

75

柴田 依蕗 （師勝ジュニア）

34

野中 海玖 （豊橋ジュニア）

小林 若葉 （西尾ジュニア）

9

42

森下 芽衣 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

廣田 果保奈 （たんぽぽバドミントンクラブ）

56
60

岩永 結衣 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ）

坂東 璃美 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）
35

43

荘司 叶星 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

清水 咲奈 （にこにこ北城クラブ）
67

69

井土 愛未 （知多南部バドミントンＪｒ．）

豊島 思歩 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

36

44

久野 心咲 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

西本 妃葵 （大野バドミントンジュニア）
57

伊藤 菜々か （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

61

高橋 明花 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

10

金井 綾花 （ウィスタリアジュニア）

13
37

45

中根 千夏 （西尾ジュニア）

小原 愛姫 （日進ジュニアＢ．Ｃ）
森 眞 子 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ）

三位決定戦
77

※試合進行上、試合の順番が変わることがありますので館内放送には十分ご注意ください。

第36回愛知県小学生バドミントン大会

単の部

４年女子シングルス－１
松本 紗季 （はりーあっぷジュニア）

伊藤 佑華 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）
1

17

大松谷 美天 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

河合 奏実 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）
65

73

横山 花琉 （乙川エール）

加藤 日和 （犬山ドリームズスポーツ少年団）
2

18

鷹羽 亜実 （北山東山バドミントンクラブ）

安藤 花恵 （師勝ジュニア）
97

101

菱田 杏由 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

彭
3

巧 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

19

神藤 想夏 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

山脇 咲星 （はりーあっぷジュニア）
66

74

山本 柚羽 （アドバンスジュニア）

井野 彩月花 （北山東山バドミントンクラブ）
4

20

鈴田 こころ （石ヶ瀬スポーツ少年団）

渡邉 花香 （知多南部バドミントンＪｒ．）
113

115

松永 留奈 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

門 川 季 （長久手ジュニアバドミントン部）
5

21

平井 美優 （くすの木スポーツ少年団）

福田 弥愛菜 （羽っ子ＣＬＵＢ）
67

75

松田 彩芭 （西尾ジュニア）

大久保 千都聖 （ウィスタリアジュニア）
6

22

河村 珠莉奈 （ＮＯＣＫ）

若杉 空花 （石ヶ瀬スポーツ少年団）
98

102

新美 杏奈 （羽っ子ＣＬＵＢ）

田村 優衣 （たんぽぽバドミントンクラブ）
7

23

中村 美結 （師勝ジュニア）

宮崎 結舞 （師勝ジュニア）
68

76

小澤 うめ乃 （大里東ジュニア）

三浦 かし乃 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）
8

24

濱地 菜穂 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

二反田 稟花 （くすの木スポーツ少年団）
121

122
125

中尾 心晴 （長久手ジュニアバドミントン部）

田中 依舞 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

9

25

坂田 芽衣 （北山東山バドミントンクラブ）

山田 優芽 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）
69

77

坂東 心優 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

中川 美咲 （蒲郡ドロップス）
10

26

松原 七海 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

松井 更紗 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）
99

103

遠藤 ひかり （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

西村 汐織 （はりーあっぷジュニア）
11

27

芝田 帆乃花 （アドバンスジュニア）

中内 新菜 （北山東山バドミントンクラブ）
70

78

本田 結望 （師勝ジュニア）

増田 美海 （にこにこ北城クラブ）
12

28

小林 礼奈 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

杉村 美結 （師勝ジュニア）
114

116

板谷 想奈 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ）

渡邊 佳蓮 （アドバンスジュニア）
13

29

樫尾 雫玖 （師勝ジュニア）

高田 結芽 （羽っ子ＣＬＵＢ）
71

79

蔡 せ ん （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

玉 城 舞 （西南ジュニア）
14

30

浅田 志歩 （くすの木スポーツ少年団）

山口 結楓 （くすの木スポーツ少年団）
100

104

佐藤 綾乃 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

浦越 楓音 （豊橋ジュニア）
15

31

熊谷 南虹 （たんぽぽバドミントンクラブ）

荒木 郁乃 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）
72

80

平野 愛実 （羽っ子ＣＬＵＢ）

森 ののは （名古屋バドミントンスポーツ少年団）
16

32

加藤 のぞみ （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）

蟹江 咲月 （石ヶ瀬スポーツ少年団）
決勝戦
127

※試合進行上、試合の順番が変わることがありますので館内放送には十分ご注意ください。

第36回愛知県小学生バドミントン大会

単の部

４年女子シングルス－２
吉永 梨乃 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

近藤 采奈 （石ヶ瀬スポーツ少年団）
33

49

小林 美菜 （アドバンスジュニア）

野村 結花 （西尾ジュニア）
81

89

大串 恋々奈 （たんぽぽバドミントンクラブ）

中澤 夏帆 （長久手ジュニアバドミントン部）
34

50

中川 音華 （知多南部バドミントンＪｒ．）

森 すずの （名古屋バドミントンスポーツ少年団）
105

109

高岡 亜優 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

青田 優里愛 （師勝ジュニア）
35

51

馬場 心春 （はりーあっぷジュニア）

福田 心優菜 （羽っ子ＣＬＵＢ）
82

90

大松谷 心愛 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

万年 美登 （北山東山バドミントンクラブ）
36

52

森下 和子 （師勝ジュニア）

井上 梨海 （大里東ジュニア）
117

119

笠原 未柚 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

松井 美葉音 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）
37

53

山口 一花 （豊橋ジュニア）

中西 菜緒 （はりーあっぷジュニア）
83

91

鈴木 里歩 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ）

山田 莉瑚 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）
38

54

野村 瑠夏 （西尾ジュニア）

濱見 杏奈 （アドバンスジュニア）
106

110

新美 和奏 （羽っ子ＣＬＵＢ）

三 浦 凛 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）
39

55

小林 紗也 （大野バドミントンジュニア）

北野 瑳那 （くすの木スポーツ少年団）
84

92

徳田 雪路 （乙川エール）

柴富 可弥 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）
40

56

鈴木 柚羽 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

山本 樹実 （たんぽぽバドミントンクラブ）
123

124
126

山本 実生 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

中川 陽葵 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

41

57

平野 希実 （羽っ子ＣＬＵＢ）

足立 愛望 （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）
85

93

後 藤 凛 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

渡邉 彩七 （師勝ジュニア）
42

58

寺澤 茉央 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

冨田 紗来良 （くすの木スポーツ少年団）
107

111

岡田 紗南 （くすの木スポーツ少年団）

北川 琴葉 （犬山ドリームズスポーツ少年団）
43

59

井田 艶花 （ウィスタリアジュニア）

浦越 栞奈 （豊橋ジュニア）
86

94

斎藤 美結 （にこにこ北城クラブ）

日高 心晴 （石ヶ瀬スポーツ少年団）
44

60

草野 佑季 （師勝ジュニア）

田中 結梨 （羽っ子ＣＬＵＢ）
118

120

本橋 歩奈 （アドバンスジュニア）

宮本 紗季 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）
45

61

近藤 美樹 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

西村 帆加 （北山東山バドミントンクラブ）
87

95

水野 有梨 （長久手ジュニアバドミントン部）

鶴見 璃夏 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）
46

62

加 山 華 （北山東山バドミントンクラブ）

河村 杏珠 （ＮＯＣＫ）
108

112

高田 万智 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

稲熊 凛音 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）
47

63

松下 優那 （はりーあっぷジュニア）

内山 莉緒 （長久手ジュニアバドミントン部）
88

96

内 藤 凛 （蒲郡ドロップス）

北村 優衣 （師勝ジュニア）
48

64

古舘 美空 （師勝ジュニア）

馬場 こころ （はりーあっぷジュニア）
三位決定戦
128

※試合進行上、試合の順番が変わることがありますので館内放送には十分ご注意ください。

