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第 6 回金沢シニアオープン入賞者一覧 

男子 氏名 所属 県名 女子 氏名 所属 県名

干場　正明 ＢＳＧ 石川県 原田　直子 津幡クラブ 石川県
松本　雅之 北陸リネックス 石川県 曽我　佳織 津幡クラブ 石川県
佐々木　盛隆 翼会 石川県 松本　智子 すみれクラブ 石川県
杉原　秀俊 金沢市役所 石川県 青山　静香 すみれクラブ 石川県
出越　悟 大吟醸クラブ 石川県 笹村　和子 西条クラブ 富山県
鍛冶　寛之 美川クラブ 石川県 前田　さや香 西条クラブ 富山県
原田　英治 津幡クラブ 石川県
葭田　正彦 津幡町役場 石川県

宮崎　明樹 南条クラブ 富山県 酒伊　真喜子 鶴来クラブ 石川県
高橋　一誠 南条クラブ 富山県 長丸　貴子 二水クラブ 石川県
高橋　光一 小松クラブ 石川県 前田　美和子 津幡クラブ 石川県
米野　貴之 小松クラブ 石川県 蔵本　利美 津幡クラブ 石川県
中川　守 津幡クラブ 石川県 松下　玲子 黒部中央 富山県
廣村　繁 津幡クラブ 石川県 二本松　小津紀 大沢野 富山県
神代　和久 日本槽達 富山県
山田　一吉 瓢友クラブ 石川県

金山　尚幸 コマツ 石川県 木村　秀子 Ｋ．Ｌ．Ｃ 石川県
枡野　泰弘 コマツ 石川県 山口　弘子 Ｋ．Ｌ．Ｃ 石川県
谷島　助男 ＮＴＴ北陸 石川県 寺井　あけみ ハスの実クラブ 石川県
坂井　外喜男 ＮＴＴ北陸 石川県 柳瀬　雪美 ハスの実クラブ 石川県
松本　伸 高松クラブ 石川県 岡部　悦子 フェニックスクラブ 石川県
宇野　幸治 能美クラブ 石川県 酒下　和恵 津幡クラブ 石川県
丹野　　博 瓢友クラブ 石川県
幸田　正吉 フェニックスクラブ 石川県

出口　孟 土曜会 石川県 坂田　他美子 フェニックスクラブ 石川県
鷺岡　雅 土曜会 石川県 山田　美和子 フェニックスクラブ 石川県
松本　和孝 西湊クラブ 石川県 高岡　明子 あすなろ 石川県
川尻　満 西湊クラブ 石川県 片山　一美 あすなろ 石川県
松浦　裕 ラブ・スマッシュ 石川県 出越　美佐子 フェニックスクラブ 石川県
田井　友泰 ラブ・スマッシュ 石川県 打本　節子 フェニックスクラブ 石川県
源通　直樹 愛宕クラブ 富山県
水上　紘 宇 Ｎ Ｂ Ｃ 石川県

後藤　貞夫 額バード 石川県
森　昭夫 額バード 石川県
橋爪　晃 グリップ 石川県
長永　紀夫 グリップ 石川県

60歳以上の部 60歳以上の部

70歳以上の部

3位

30歳以上の部

40歳以上の部

30歳以上の部

40歳以上の部

優勝

準優勝

3位

優勝

準優勝

3位

3位

優勝

準優勝

3位

優勝

準優勝

3位

3位

50歳以上の部50歳以上の部

優勝

準優勝

3位

優勝

準優勝

3位

準優勝

優勝

準優勝

3位

優勝

優勝

準優勝

3位

3位

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 4 回金沢ジュニアオープン入賞者一覧 

男子 氏名 所属 県名 女子 氏名 所属 県名

優勝 伊藤　亘哉 相馬・田鶴浜Jｒ 石川県 優勝 長谷川　未来 小野ジュニア 新潟県

準優勝 堀　陽歩 堀川南ジュニア 富山県 準優勝 藤田　星来 SC富山 富山県

田中　大陸 J.cats　　 石川県 廣上　瑠依 高岡ジュニア 富山県

小椋　悠起 南木曽ジュニア 長野県 石森　まゆ 堀川南ジュニア 富山県

優勝 目崎　駿太郎 小野ジュニア 新潟県 優勝 山田　茉鈴 粟野南スポーツ少年団 福井県

準優勝 尾崎　友哉 大徳ジュニア 石川県 準優勝 吉浦　愛花 大徳ジュニア 石川県

保科　三史郎 相馬・田鶴浜ジュニア 石川県 宇賀田　雛帆 直江津JBC 新潟県

多田　光希 福井県　社南ジュニア 福井県 中川　えみり 各務原ジュニア 岐阜県

優勝 石澤　樹 小野ジュニア 新潟県 優勝 五十嵐　　温 小野Ｊｒ．バドミントンクラブ 新潟県

準優勝 木田　能大 滑川ジュニア 富山県 準優勝 松井　瑞紀 滑川ジュニア 富山県

大倉　飛龍 高岡ジュニア 富山県 堀　優香 堀川南ジュニア 富山県

佐藤　佑樹 宝永ジュニア 福井県 玉木  遥 勝山ジュニア 福井県

優勝 日光　駿 大徳ジュニア 石川県 優勝 川井　有珠 南木曽ジュニア 長野県

準優勝 清水　康士郎 大野Jr 福井県 準優勝 福島　沙里奈 高岡ジュニア 富山県

細川　貴弘 S.G.U.ジュニア 愛知県 木村　茉梨奈 勝山ジュニア 福井県

谷口　諒真 能登町ジュニア 石川県 中村　風月 勝山ジュニア 福井県

4年生以下の部 4年生以下の部

3年生以下の部 3年生以下の部

3位

3位

3位

3位

5年生以下の部

6年生以下の部

3位

3位

3位

3位

5年生以下の部

6年生以下の部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 6 回金沢シニアオープンバドミントン大会 

男子 1 部（30 歳以上の部） 

Ａリーグ 干場＆松本 安多＆永島 府岡＆浜名 老田＆吉田
干場＆松本 2-0 2-0 － 2-0
安多＆永島 0-2 － 0-2 0-2
府岡＆浜名 0-2 - 2-0 1-1
老田＆吉田 - 2-0 0-2 1-1

Ｂリーグ 出越＆鍛冶 谷野＆村山 卯辰＆高田 佐藤＆浅野
出越＆鍛冶 2-0 2-0 － 2-0
谷野＆村山 0-2 － 2-1 1-1
卯辰＆高田 0-2 - 2-0 1-1
佐藤＆浅野 - 1-2 0-2 0-2

Ｃリーグ 原田＆葭田 青山＆亀田 山崎＆辻森 地山＆高畠
原田＆葭田 2-0 2-1 － 2-0
青山＆亀田 0-2 － 2-0 1-1
山崎＆辻森 1-2 - 2-0 1-1
地山＆高畠 - 0-2 0-2 0-2

Ｄリーグ 高倉＆池田 武藤＆笠原 佐々木＆杉原 山本＆坂井
高倉＆池田 2-0 0-2 － 1-1
武藤＆笠原 0-2 － 1-2 0-2
佐々木＆杉原 2-0 - 2-0 2-0
山本＆坂井 - 2-1 0-2 1-1

2 0

0 2

干場＆松本 原田＆葭田

出越＆鍛冶 佐々木＆杉原
2-1

 

 

男子 2 部（40 歳以上の部） 
Ａリーグ 神代＆山田 吉岡＆古原 本多＆加納

神代＆山田 2-1 2-0 2-0
吉岡＆古原 1-2 2-1 1-1
本多＆加納 0-2 1-2 0-2

Ｂリーグ 高橋＆米野 大井＆田辺 村田＆川嶋 中島＆相田
高橋＆米野 2-1 2-0 － 2-0
大井＆田辺 1-2 － 2-0 1-1
村田＆川嶋 0-2 - 2-0 1-1
中島＆相田 - 0-2 0-2 0-2

Ｃリーグ 宮崎＆高橋 木谷＆板井 森田＆森吉 松本＆渡辺
宮崎＆高橋 2-0 2-0 － 2-0
木谷＆板井 0-2 － 2-0 1-1
森田＆森吉 0-2 2-0 1-1
松本＆渡辺 - 0-2 0-2 0-2

Ｄリーグ 中川＆廣村 松林＆城方 古＆清水 木村＆中松 得失点差
中川＆廣村 2-0 1-2 － 1-1
松林＆城方 0-2 － 2-1 1-1
古＆清水 2-1 0-2 1-1

木村＆中松 - 1-2 2-0 1-1

0 2

2 0

神代＆山田 宮崎＆高橋

高橋＆米野 中川＆廣村
0-2

 
 



男子 3 部（50 歳以上の部） 

Aリーグ 金山＆枡野 宮本＆原 嵐山＆木村
金山＆枡野 2-0 2-0 2-0
宮本＆原 0-2 1-2 0-2

嵐山＆木村 0-2 2-1 1-1

Bリーグ 酒勾＆西村 中村＆多賀 油野＆山本 丹野＆幸田
酒勾＆西村 2-0 1-2 － 1-1
中村＆多賀 0-2 － 1-2 0-2
油野＆山本 2-1 - 1-2 1-1
丹野＆幸田 - 2-1 2-1 2-0

Cリーグ 大阪＆近藤 木下＆梅木 谷島＆坂井 北川＆橋爪
大阪＆近藤 2-0 1-2 － 1-1
木下＆梅木 0-2 － 1-2 0-2
谷島＆坂井 2-1 - 2-0 2-0
北川＆橋爪 - 2-1 0-2 1-1

Dリーグ 毛利＆松井 中川＆石井 松本＆宇野 中埜＆白石
毛利＆松井 2-0 1-2 － 1-1
中川＆石井 0-2 － 1-2 0-2
松本＆宇野 2-1 - 2-0 2-0
中埜＆白石 - 2-1 0-2 1-1

2 2

0 0

金山＆枡野 谷島＆坂井

丹野＆幸田 松本＆宇野2-0

 

 

男子 4 部（60 歳以上の部） 

＜４部＞
Aリーグ 源通＆水上 松本＆川尻 高田＆若松
源通＆水上 0-2 2-0 1-1
松本＆川尻 2-0 2-1 2-0
高田＆若松 0-2 1-2 0-2

Bリーグ 小西＆中島 出口＆鷺岡 松浦＆田井
小西＆中島 0-2 0-2 0-2
出口＆鷺岡 2-0 2-0 2-0
松浦＆田井 2-0 0-2 1-1

松本＆川尻 出口＆鷺岡
 

 

 

男子 5 部（70 歳以上の部） 

＜５部＞
橋爪　晃 後藤　貞夫

長永　紀夫 森　昭夫0-2  



女子 1 部（30 歳以上の部） 

Ａリーグ 笹村＆前田 西＆能口 岡崎＆向山
笹村＆前田 2-0 2-0 2-0
西＆能口 1-2 2-0 1-1

岡崎＆向山 0-2 0-2 0-2

Ｂリーグ 林＆今村 林＆高島 松本＆青山
林＆今村 0-2 0-2 0-2
林＆高島 2-0 0-2 1-1

松本＆青山 2-0 2-0 2-0

Ｃリーグ 原田＆曽我 平木＆寺田 伊藤＆吉尾 石田＆佐藤
原田＆曽我 2-0 2-0 - 2-0
平木＆寺田 0-2 - 2-0 1-1
伊藤＆吉尾 0-2 - 0-2 0-2
石田＆佐藤 - 0-2 2-0 1-1

決勝リーグ 笹村＆前田 松本＆青山 原田＆曽我 得失点差
笹村＆前田 0-2 2-0 1-1 3
松本＆青山 2-0 0-2 1-1 2
原田＆曽我 0-2 2-0 1-1 1  
 

女子 2 部（40 歳以上の部） 

Aリーグ 酒伊＆長丸 神野＆江口 中村＆竹井
酒伊＆長丸 2-0. 2-0 2-0
神野＆江口 0-2 0-2 0-2
中村＆竹井 0-2 2-0 1-1

Bリーグ 幸田＆松田 山田＆荒木 松本＆二本松
幸田＆松田 0-2 0-2 0-2
山田＆荒木 2-0 0-2 1-1

松本＆二本松 2-0 2-0 2-0

Cリーグ 前田＆蔵本 瀬戸＆細川 黒元＆元田 岩岡＆青木
前田＆蔵本 2-0 2-0 － 2-0
瀬戸＆細川 0-2 － 2-1 1-1
黒元＆元田 0-2 - 2-1 1-1
岩岡＆青木 - 1-2 1-2 0-2

決勝リーグ 酒伊＆長丸 松本＆二本松 前田＆蔵本 順位
酒伊＆長丸 2-0 2-0 2-0 1

松本＆二本松 0-2 0-2 0-2 3
前田＆蔵本 0-2 2-0 1-1 2  

 

 

 

 

 

 

 



女子 3 部（50 歳以上の部） 

＜３部＞
決勝リーグ 竹田＆野原 北村＆杉林 木村＆山口 寺井＆柳瀬 岡部＆酒下 順位
竹田＆野原 2-0 0-2 0-2 0-2 1-3 4
北村＆杉林 0-2 0-2 1-2 0-2 0-4 5
木村＆山口 2-0 2-0 2-0 2-0 4-0 1
寺井＆柳瀬 2-0 2-1 0-2 2-1 3-1 2
岡部＆酒下 2-0 2-0 0-2 1-2 2-2 3  

女子 4 部（60 歳以上の部） 

＜４部＞
決勝リーグ 坂田＆山田 出越＆打本 高岡＆片山 順位
坂田＆山田 2-0 2-0 2-0 1
出越＆打本 0-2 1-2 0-2 3
高岡＆片山 0-2 2-1 1-1 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 4 回金沢ジュニアオープンバドミントン大会 

青：入賞者 黄色：予選リーグ勝ち抜き者 

男子 1 部（3 年生以下の部） 

卜部　瑛和 相馬・田鶴浜ジュニア
横山　聖矢 内灘ジュニア 2 2 清水　大斗 SC富山
田中　悠太 小松ジュニア 田中　大陸 J.cats　　
堀　陽歩 堀川南ジュニア

2 0
島原　健琉 堀川南ジュニア

大田　隼也 高岡ジュニア 折池　結乃心 中央ジュニア
酒井　幹久 相馬・田鶴浜ジュニア 0 1 長丸　颯介 内灘ジュニア
吉田　慶太 湊ジュニア 垂見　純一 南木曽ジュニア
横山　麗矢 内灘ジュニア

近都　拓海 J.cats　　 山戸　怜 羽咋ジュニア
矢木　杏輔 堀川南ジュニア 0 0 野田　颯多 各務原ジュニア
石田　悠斗 野々市ジュニア 岩住　颯 小松ジュニア
三室　太陽 相馬・田鶴浜Jｒ 2 川島　一将 川原クラブ

0 伊藤　亘哉 相馬・田鶴浜Jｒ
小椋　悠起 南木曽ジュニア 越野　智喜 美川ジュニア
卯辰　眞乙 金沢ジュニア 2 2 竹内　寛太 高岡ジュニア
山岸　大洋 能登町ジュニア

Ｄ

Ｇ

Ｈ

Ｅ

Ｆ

Ａ

Ｂ

0-2

Ｃ

 
男子 2 部（4 年生以下の部） 

1 下川　成 大野ジュニア
目崎　駿太郎 小野ジュニア 香川　翔哉 粟野南バドミントン
服部　嶺 金沢ジュニア 2 0 荒井　海月  金沢崎浦Wings
堂野　嵐 大徳ジュニア
澤田　大知 大野Jr 篠川　諄 相馬・田鶴浜ジュニア

2 荒井　翔星 高岡ジュニア
多田　光希 福井県　社南ジュニア

坂井　颯真 各務原ジュニア 2 0 野田　奏多 各務原ジュニア
宇野　廉太郎 大野Jr 中山　柚 宝永ジュニア
保科　三史郎 相馬・田鶴浜ジュニア 吉田　樹 湊ジュニア

0 2
高田　悠汰 勝山ジュニア 泉野　雅斗 津幡ジュニア
中西　風樹 羽咋ジュニア 0 2 田中　翔 大野Jr
髙橋　淳平 粟野南バドミントン 尾崎　友哉 大徳ジュニア

Ｃ Ｇ

Ｄ

Ａ

Ｅ

Ｂ Ｆ

2-0

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



男子 3 部（5 年生以下の部） 
石澤　樹 小野ジュニア 小野　紀輝 湊ジュニアバ
中村　龍輝 野々市ジュニア 2 2 木田　能大 滑川ジュニア
川上　拓海 羽咋ジュニア 谷口　拓人 高岡ジュニア

西村　穏 ＯＫジュニア 西野　颯人 松任ジュニア
2 2

山内　颯太 下庄バドキッズ 2 0 田辺　周作 YK2

嵐　哉明 寺井ジュニア 安藤　鉄平 おしのジュニア
門馬　蒼太 湊ジュニア 山田　凌司 羽咋ジュニア

延命　拓海  金沢崎浦Wings 0 0 藤井　瞬 S.G.U.ジュニア
井上　翼 バドミントンクラブかしま 関塚　勝之 津幡ジュニア
坂井　元昭 各務原ジュニア 0 2 松本　紳 ＯＫジュニア

中山　翼 金沢ジュニア 0 1 捻原　将太 香川バドミントンスクール

河原　広樹 宝永ジュニア 坂本　龍斗 内灘ジュニア
真田　晴生 羽咋ジュニア 1 0 西出　圭佑 寺井ジュニア

新家　陽介 滑川ジュニア 若狭　晴斗 野々市ジュニア
石本　翔英 湊ジュニア 大田　海人 高岡ジュニア
山本　幸太 能登町ジュニア 2 2 神田　将希 金沢ジュニア

小酒井　直人 S.G.U.ジュニア

0 0
中村　颯 七塚ジュニア 原　澪音  金沢崎浦Wings 

北原　聖之 南木曽ジュニア 松平　宗大 加賀市ジュニア
岡田　爽太郎 金沢崎浦Wings 2 2 高柳　太祐 バドミントンクラブかしま
大倉　飛龍 高岡ジュニア 佐藤　佑樹 宝永ジュニア
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男子 4 部（6 年生以下の部） 

日光　駿 大徳ジュニア 2 2 川井　優希 福井県　社南ジュニア

池田　陸 宝永ジュニア 坂井　雄介 福野バドスポ

谷口　悠斗 高岡ジュニア 2 0 清水　颯一 新神田ジュニア

真田　康平 羽咋ジュニア 上森　蒼月 高岡ジュニア

山腰　祐基 大野Jr 正津　綱基 大野Jr

清札  昇吾 加賀市ジュニア 0 2 0 0 田中　翔 金沢崎浦Wings

山本　樹 粟野南バドミントン 井上　浩弥 宝永ジュニア

大友　春生 小松ジュニア 0 2 谷口　諒真 能登町ジュニア

向井　悠師 新神田ジュニア 竹本　哲也 ラヴスマッシュジュニア

齊藤　巧 滑川ジュニア 阿部　文哉 S.G.U.ジュニア

中川　雅登 松任ジュニア 0 2 折池　咲之介 中央ジュニア

若狭　斗希 野々市ジュニア 伊藤　吏永 相馬・田鶴浜ジュニア

道下　凌我 高岡ジュニア 2 0 山元　柊平 高岡ジュニア

高嶋　孝気  金沢崎浦Wings 1 0 崎田　和真 新神田ジュニア

城方　尚樹 福野バドスポ 坂室　純一 羽咋ジュニア

染川　幸也 ラヴスマッシュジュニア 0 0 髙橋　哲平 粟野南バドミントン

橋隅　舜希 高岡ジュニア 森永　猛滉 大野Jr

廣田　憲親 中央ジュニア 新木 峻平 大浦ジュニアクラブ

屋敷　海斗 福井県　社南ジュニア 2 2 小栗　涼雅 松任ジュニア

安孫　　幹 能登町ジュニア 酒井　瑚大 S.G.U.ジュニア

細川　貴弘 S.G.U.ジュニア 2 0 2 0 松成　春樹 宝永ジュニア

加藤　黎 新神田ジュニア 竹内　周平 高岡ジュニア

中本　亘治 宝永ジュニア 岩住　薫 小松ジュニア

吉岡　拓也 福野バドスポ 2 2 古坂　大輔 津幡ジュニア

川口　航平 相馬・田鶴浜ジュニア 北村　雅弥 大徳ジュニア

内山　智仁 大野Jr 1 2 清水　康士郎 大野Jr
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女子 1 部（3 年生以下の部） 

加藤　佑奈 岐阜市協会 長谷川　未来 小野ジュニア
藤田　星来 SC富山 2 2 打尾　陽香 SC富山
播摩　朋奈 中島ジュニア 清水　夏海 小松ジュニア

上森　妃李羅 高岡ジュニア 2 2 捻原　奈桜 香川バドスクール
二木　寿天希 ラヴスマッシュジュニア 2 0 山本　咲希 南条ジュニア
宮野　真叶 津幡ジュニア 吉川　羽音 美川ジュニア

碓井　清良 滑川ジュニア 0 0 高井　優 高岡ジュニア
加藤　環季 新神田ジュニア 田中　美羽  金沢崎浦Wings

松原　玲衣 美川ジュニア 0 2 長田　美結 津幡ジュニア

廣上　瑠依 高岡ジュニア 中出　すみれ 川原クラブ
伊藤　菜望 松任ジュニア 2 2 川畑　詩都 中央ジュニア
町駒　みのり バドクラブかしま 井上　桃花 バドクラブかしま

2 0
杉村　咲 川原クラブ 門井　沙吏 高岡ジュニア
多崎　千帆 大徳ジュニア 崎田　楓月 羽咋ジュニア
伊藤　朱里 ＲＥＶＥＮＧＥ 0 0 吉田　茜夕美 ＯＫジュニア
水上　真佳 津幡ジュニア

0 1 石森　まゆ 堀川南ジュニア
目崎　舞桜 小野ジュニア 澤　聖加梨 中島ジュニア
加藤　実桜 湊ジュニア 0 2 石山　涼華 津幡ジュニア
前坂　琴里 ＯＫジュニア
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女子 2 部（4 年生以下の部） 
石井　亜海 小野ジュニア 2 0 山元　千聖 高岡ジュニア
金冶　加純 七塚ジュニア 西田　美月 湊ジュニア
斉藤　愛美 大野ジュニア 岩元　遥 社南ジュニア

0 0
寺中　青空 松任ジュニア 0 0 齋藤　未希 武生ジュニア
山村　式舞 社南ジュニア 板井　真奈 七塚ジュニア
竹腰　結衣 　長森日野SC 池上　真琴 J.cats

0 2
吉嶋　七菜 金沢ジュニア 渡辺　真帆 　岐阜市協会

竹本　晴來 武生ジュニア 2 2 2 2 前　琴美 中島ジュニア
中田　雛 小松ジュニア 藤原　茉莉 粟野南スポーツ少年団

本田　樹乃 宝永ジュニア 安澤　優里 宝永ジュニア
小塩　里菜 岐南クラブ 0 0 山尾　遥奈 金沢ジュニア
中橋　奈智 中島ジュニア 中出　萌雅 小松ジュニア
北　亜依子 おしのジュニア 高橋　美空 社南ジュニア

2 2
山田　茉鈴 粟野南スポーツ少年団 吉浦　愛花 大徳ジュニア
木林　千耀 高岡ジュニア 竹内　莉子 大野ジュニア
荒川　愛美 加賀市ジュニア 2 2 吉田　真菜 堀川南ジュニア
渡辺　夏涼 内灘ジュニア 寺山　鈴乃 野々市ジュニア

松田　美澄 大野ジュニア 中村　美月 勝山ジュニア
井村　若菜 新神田ジュニア 0 2 中川　えみり 各務原ジュニア
青木　天珠 南木曽ジュニア 与野木　樹里 ＯＫジュニア

染川　遥 ラヴスマッシュジュニア
田中　美寿々 S.G.U.ジュニア 2 1 2
田辺　菫 武生ジュニア

釜谷　知佳  金沢崎浦Wings 白木　晴菜 　岐阜市協会

2 西藤　実悠 大野ジュニア
河田　晴香 金沢ジュニア 0 玉川　愛実 武生ジュニア

可知　穂菜美 　岐阜市協会 0 林　　祐衣 加賀市ジュニア
名田　有沙 Yk2

0 1
田中　佑佳 宝永ジュニア 2 2 杉本　千紘 粟野南スポーツ少年団

宇賀田　雛帆 直江津JBC 佐藤　絢音 岐南クラブ
山口　佳乃 ＯＫジュニア 2 2 谷口　未璃唯 松任ジュニア

竹内　柚子 川原クラブ 和田　実菜代 南木曽ジュニア
田中　悠貴 大野ジュニア 0 0 鍜治　帆伽 湊ジュニア
岩下　美紅 湊ジュニア 坂井　唯莉 武生ジュニア

2 1
竹内　千智 野々市ジュニア 米田　結衣 S.G.U.ジュニア
小川　希美 岐南クラブ 中出　早耶 川原クラブ
吉田　志帆 SC富山 0 0 小村　実優 津幡ジュニア
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女子 3 部（5 年生以下の部） 
五十嵐　　温 小野Ｊｒ．バドミントンクラブ 東　芽依 高岡ジュニア
太田　江里紗 小松ジュニア 奥村　雪乃 大徳ジュニア
北　奈緒子 おしのジュニア 福田　　亜美 岐南バトミントンクラブ
横井瑞穂 S.G.U.ジュニアバドミントンクラブ

2 2 中野 亜美 大浦ジュニアクラブ
尾﨑　奈央 高岡ジュニア 川島　優奈 川原クラブ
竹内 友香 大浦ジュニアクラブ 藤田　理世 松任ジュニア
土田　玲奈 武生ジュニアバドミントンクラブ
近都　夏海 J.cats 二木　栞奈 美川ジュニアバドミントンクラブ

2 2 横山楓子 勝山ジュニア
松井　あかり 南木曽ジュニア 松井　瑞紀 滑川ジュニア

小林羽夏 中央ジュニア
山田　真帆 福井県　社南ジュニア 青木　結菜 南木曽ジュニア

藤島　泉  金沢崎浦Wings
池田　帆香 津幡ジュニア 川田　結華 福井県　社南ジュニア
平野　優佳 南条ジュニアバドミントンクラブ
荻巣　里恵 　岐阜市バドミントン協会 守護　瞳 南条ジュニアバドミントンクラブ

0 西野　遥菜 おしのジュニア
髙木　　梨名 山室中部スポーツ少年団 新出　顕名 能登町ジュニア
今村　紗樹 中島ジュニアバドミントンクラブ 0

小　林　詩　歩  金沢崎浦Wings 澤野　あみ 中島ジュニアバドミントンクラブ
吉田萌奈未 宝永ジュニア

酒尾李々奈 中央ジュニア 北市　　統 加賀市ジュニアバドミントンクラブ
有馬里歩 勝山ジュニア

浅井　梨乃 滑川ジュニア 玉木  遥 勝山ジュニア
加賀谷　友里 内灘ジュニア

谷口 綾 大浦ジュニアクラブ 2 中村　優里 ＯＫジュニアバドミントンクラブ
高島　響子 おしのジュニア
高松　優奈 福井県　社南ジュニア 2 恒川 咲桜 山室中部スポーツ少年団

長田 葉奈 中央ジュニア
垂見　琴奈 南木曽ジュニア 林　育実 　長森日野SC
堂野　茉鈴 大徳ジュニア
堀　優香 堀川南ジュニア 西坂 紗綾 大浦ジュニアクラブ

田辺　花音 武生ジュニアバドミントンクラブ
石井　晴菜 美川ジュニアバドミントンクラブ 岡崎　奈央 野々市ジュニア
水上　尚美 川原クラブ 0 0

高見　ひなた 下庄バドキッズ 小椋　梨生 南木曽ジュニア
片山　舞 津幡ジュニア

野尻　澪 ラヴスマッシュジュニア 門井　可奈子 福井県　社南ジュニア
石垣　結  金沢崎浦Wings

石浦　さえ 南条ジュニアバドミントンクラブ 松原　美羽 美川ジュニアバドミントンクラブ

0 山本　遥希 南条ジュニアバドミントンクラブ
中谷　心萌 能登町ジュニア 羽村　莉奈 J.cats
山﨑　涼子 武生ジュニアバドミントンクラブ 1
北浜　英 松任ジュニア 北村　胡桃 新神田ジュニアバドミントンクラブ

河西　櫻 松任ジュニア
小倉　亜友 福井県　社南ジュニア
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女子 4 部（6 年生以下の部） 
川井　有珠 南木曽ジュニア 柴田　志歩 　岐阜市協会

大友　千春 小松ジュニア 増岡　咲月 松任ジュニア

綿谷　美吹 国府ジュニア 大島　萌詠子 J.cats

加藤　志乃 湊ジュニア 前田　恭彩 大野ジュニア

田中　杏佳 宝永ジュニア 諸江　理生 湊ジュニア

岡田　咲紀 松任ジュニア 2 1 杉野　未歩 S.G.U.ジュニア

泉田　詩織 福野バドスポ 平澤　樹奈 宝永ジュニア

日野　由佳子 おしのジュニア 弓立　祐依 小松ジュニア

近藤　舞依 武生ジュニア 山吉　春菜 下庄バドキッズ

中川　莉奈 下庄バドキッズ 石森　もえ 堀川南ジュニア

南部　真奈 大浦ジュニア 堀　琴乃 国府ジュニア

加藤　穂夏 高岡ジュニア 2 0 大久保　陽菜 武生ジュニア

内山　実久 大野ジュニア 村端　菜央 大野ジュニア

川本　愛里 国府ジュニア 三村　咲絢 ＯＫジュニア

高倉　里奈 堀川南ジュニア 魚躬　美佳 滑川ジュニア

長谷川　真子 宮浦バドスクール 中村　風月 勝山ジュニア

円道　美穂 中島ジュニア 山下　咲季 国府ジュニア

白木　沙彩 敦賀スポーツ少年団 松下　希望 加賀市ジュニア

渡邉　萌香 社南ジュニア

小川　美卯 岐南クラブ 0 2
松井　美虹 社南ジュニア 藤原　さくら 粟野南スポーツ少年団

吉田　琴絵 J.cats 宛坂　あかね おしのジュニア

佐藤　葵 ラヴスマッシュジュニア

柴田　志歩 　長森日野SC

杉本　知奈美 粟野南スポーツ少年団 植本　七海 敦賀スポーツ少年団

大川　芽紅 大徳ジュニア 広野　朱莉 内灘ジュニア

多崎　莉海　 大徳ジュニア

山田　愛梨 粟野南スポーツ少年団

前田　未優 津幡ジュニア 酒井　ありさ 武生ジュニア

向井　仁那 高岡ジュニア 新谷　歩未 国府ジュニア

北野　まつ葉 新神田ジュニア

大塚　彩菜 　岐阜市協会

木村　友香 大野ジュニア 西田　芽生 J.cats

小泉　栞奈 ラヴスマッシュジュニア 2 1 増田　莉奈 敦賀スポーツ少年団

中川　あみ 各務原ジュニア

川向　杏果 大徳ジュニア

加藤　茉衣 社南ジュニア 今井　ひなた 福野バドスポ

村口　紗雪 加賀市ジュニア 前田　穂春 大野ジュニア

青山　茜 金沢ジュニア

木村　茉梨奈 勝山ジュニア

高山　美月 国府ジュニア 松田　空莉 中島ジュニア

小野　史織 松任ジュニア 長谷川　美桜 宝永ジュニア

小原　実莉 武生ジュニア 鈴木　那緒子 大徳ジュニア

石田　紗弓 野々市ジュニア

山村　迅輪 社南ジュニア 2
上野　楓 J.cats 0 能田　奈々子 松任ジュニア

川端　祐美 下庄バドキッズ 元林　友花 中央ジュニア

白木　りつか 粟野南スポーツ少年団

青木　夏海 宝永ジュニア

藤森　美羽  金沢崎浦Wings 吉田　瞳 国府ジュニア

旧井　沙耶花 S.G.U.ジュニア 高橋　青海 社南ジュニア

柴田　莉央  金沢崎浦Wings

田中　碧 国府ジュニア 1 2
泉脇　美羽 大野ジュニア 布目　実優 大浦ジュニア

小林　海名美 堀川南ジュニア 藤井　乃愛 武生ジュニア

奥本　詩織 津幡ジュニア

橋本　ひなた 敦賀スポーツ少年団

御影池　彩稀 おしのジュニア 山口　万貴 下庄バドキッズ

南部　一伽 湊ジュニア 西方　雅 ラヴスマッシュジュニア

福島　沙里奈 高岡ジュニア
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