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第２０回金沢市ばどっこ大会
平成２０年９月１５日(月) 金沢市営中央市民体育館

３年生以下男子

上坂 幹太(おしの) 神田 将希(金 沢)21 21

折池咲之介(大 浦) 高峰 諒(大 浦)

中山 翼(金 沢) 長原 隆哉(Ｏ Ｋ)

廣田 憲親(大 浦) 高嶋 孝気(崎 浦)21 21

田中 翔(崎 浦) 青木 空(大 浦)

松本 紳(Ｏ Ｋ) 千田 朔也(Ｏ Ｋ)18

長原 翔悟(Ｏ Ｋ) 角尻 澪音(崎 浦)

尾崎 友哉(大 徳) 捻原 将太(大 徳)

中川 利優(崎 浦) 新木 俊平(大 浦)10 15

延命 拓海(崎 浦)23

優勝 (金沢ジュニア) ２位 松本 紳 ３位 中山 翼・捻原将太神田将希

４年生男子

橋本 涼太(Ｏ Ｋ) 埴田 淳希(Ｏ Ｋ)

西前 智矢(中 央) 宮崎 玲一(崎 浦)24 19

藤田 拓実(医王山) 音 陽介(大 徳)21 15

山尾 奎介(金 沢) 渡辺 恭平(金 沢)

貞弘 徹也(大 徳) 四尾 拓郎(新神田)22

樋間与志輝(おしの) 村島 一平(Ｏ Ｋ)

長田 祥吾(中 央)21

優勝 (中央ジュニア) ２位 長田祥吾 ３位 樋間与志輝・宮崎玲一西前智矢
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５年生男子

9 5鈴木 駿介(大 徳)

新井 悠太(新神田)

堀口 寛太(Ｏ Ｋ)

14崎田 真介(新神田)

竹内 泰正(崎 浦)

21木村 篤人(大 徳)

清水 慧太(金 沢)

井波 隆宏(中 村)

21 21山村 知生(中 央)

優勝 (中央ジュニア) ２位 崎田 真介 ３位 堀口 寛太山村 知生

６年生男子

佐藤 新大(金 沢) 岡本 竜輔(新神田)

中嶋 晃哉(新神田) 清水 亮輔(金 沢)8 21

三好 智也(中 村) 柏木 顕(中 村)

河村 祐希( ) 若林 倫宏(中 央）J'cats 23 21

千田 修平(中 村) 浅地 泰明(中 村)

瀬戸 秀成(医王山) 渡辺 太一(金 沢)

下 岳志(新神田) 中山 翔夢( )21 7 J 'cats

大浦 拓実(中 村) 梶 寛登(中 村)

優勝 (新神田ジュニア) ２位 岡本竜輔 ３位 河村祐希・渡辺太一下 岳志
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３年生以下女子Ａ

柴田 莉央(崎 浦) 安達 千紗(大 浦)21 16 21 17

長田 葉奈(中 央) 本田 悠里(Ｏ Ｋ)

高瀬 風佳(Ｏ Ｋ) 多崎 莉海(大 徳)

米田 朱里(Ｏ Ｋ) 宛坂あかね(おしの)6 18 21 21

釜谷 知佳(崎 浦) 藤森 美羽(崎 浦)

北野まつ葉(新神田) 奥村 雪乃(大 徳)11 21

吉浦 愛花(大 徳) 小林 優那(中 央)

高島 響子(おしの) 中村 優里(Ｏ Ｋ)

青山 茜(金 沢) 白藤 七華(崎 浦)21 21 2 4

優勝 (おしのジュニア) ２位 吉浦愛花 ３位 柴田莉央・多崎莉海宛坂あかね

３年生以下女子Ｂ

三村 咲絢(Ｏ Ｋ) 小林 詩歩(崎 浦)21 21 6 21

藤本 恭歌(大 徳) 酒尾李々奈(中 央)

村松 美咲(崎 浦) 日野由佳子(おしの)

斉藤 佳怜(崎 浦) 布目 実優(大 浦)21 18 21 3

古川 万葉( ) 橋本 七海(Ｏ Ｋ)J'cats

北 奈緒子(おしの) 藤島 泉(崎 浦)16 7

小林 羽夏(中 央) 川向 杏果(大 徳)

早野 詩織(新神田) 若林 歩(中 央)

与野木樹里(Ｏ Ｋ) 磯邉 瑞希(Ｏ Ｋ)6 10 21 21

優勝 (大徳ジュニア) ２位 三村咲絢 ３位 古川万葉・酒尾李々奈川向 杏果
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４年生女子Ａ

瀬戸 瑞希(医王山) 西谷 淳(おしの)

青木 海(大 浦) 窪 桃香(大 浦)1 20

中村 颯葵(Ｏ Ｋ) 小林 菜緒(大 徳)12 21

笹島 千京(大 徳) 本田 静紅(Ｏ Ｋ)

岡本 莉奈(新神田) 中森 千絵( )J'cats

表 珠希(崎 浦) 山崎 慶子(Ｏ Ｋ)21 22

浅地 美和(中 村) 釜谷 諒子(崎 浦)

優勝 ( ) ２位 表 珠希 ３位 瀬戸瑞希・本田静紅中森 千絵 J'cats

４年生女子Ｂ

田中 晴海( ) 窪 京花(大 浦)J'cats

表 真希(崎 浦) 松平 希咲( )21 13 J'cats

浅香 なな(Ｏ Ｋ) 松本 彩(Ｏ Ｋ)21 14

橋場 慧実(金 沢) 中嶋 未織(新神田)

橋本 麻由(大 徳) 小嶋 夕香(崎 浦)

小又 香奈(医王山) 藤谷 紗衣(大 浦)6 21

坂本麻有佳(大 浦) 平岡なつ海(中 央)

優勝 ( ) ２位 平岡なつ海 ３位 橋場慧実・松平希咲田中 晴海 J'cats
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５年生女子

栗原 斗帆(おしの) 河村 怜奈( )J 'cats

柏木 咲(中 村) 北 萌々子(おしの)19 14

米林 千尋(崎 浦) 橋本 聖(崎 浦)

大瀬 奈緒(医王山) 日野 綾香(おしの）11 21

山田 結女(中 村)

吉田 千夏(Ｏ Ｋ) 鳥崎帆乃香(新神田)

市井紗也加(おしの) 野間梨佳子(おしの)

小紙 以織(中 村) 太田 愛理(中 村)21 21

諸江 遥(新神田) 越田 瑞菜(中 央)

優勝 (中央ジュニア) ２位 吉田千夏 ３位 大瀬奈緒・北萌々子越田瑞菜

６年生女子

長田 花純(中 央) 今村 愛加( )2121 5 16 J 'cats

新木 真央(大 浦) 田中 優佳(大 浦)

徳田 彩佳( ) 西谷 菖(おしの)J ' c a t s

山岸 花実(金 沢)

安場 青海(中 村)

山田紗瑛子( ) 廣田茉衣子(大 浦)J ' ca t s 21 12 21 5

竹内 詩織(大 浦) 蛯谷 朋花(中 央)

針沢夏緒里(Ｏ Ｋ) 森 温美(中 村)4 21

木戸里架子(医王山)

宮前 美佳(おしの)

元 満里奈(中 村) 黒川 真衣(大 浦)

多田 朱里(崎 浦) 田中 美希(中 村)1013

松岡 莉子(崎 浦)21 21

優勝 (金沢崎浦 ) ２位 長田花純 ３位 山田紗瑛子・廣田茉衣子松岡莉子 Wings


