
１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート

09:00

09:30

09:50

10:10

10:30

10:50

11:10

11:30

11:50

12:10

12:30

12:50 4GD-1 4GD-2 4GD-3 4GD-4 4GD-5 4GD-6 4GD-7 4GD-8

13:20 4GD-9 4GD-10 4GD-11 4GD-12

13:50 4GD-13 4GD-14

14:20 4GD-決勝 4GD-三決

09:00

西 穂華 飴山 巴琉 高畠 望愛 世戸 優愛 菅原 沙恵 砂山 結菜 山崎 稟乃 岡本 心彩

山岸 こはく 世戸 蓮 高山 芽依奈 町田 彩陽 秋山 翼 西浦 由真 平田 瀬奈 水口 楓

(オールエイジJｒ) (ｍｉｎａｔｏＪｒ) (ｍｉｎａｔｏＪｒ) (ｍｉｎａｔｏＪｒ) (寺井ジュニア) (松任ジュニア) (松任ジュニア) (小松ジュニア)

北川 玲花 市田 梨乃 福島 美莉 木下 紗羽 澤村 眞緒 西野 千遥 今井 楓 菅原 柑那

上田 悠菜子 遠藤 仁香 三津野 萌華 児玉 ひまり 卯尾 実菜子 北山 知奈 米田 千里 尾田 佳乃遥

(オールエイジJｒ) (加賀ジュニア) (加賀ジュニア) (蕪城・KBC) (野々市ジュニア) (野々市ジュニア) (美川湊ジュニア) (国府ジュニア)

山本 柑那 田中 俐瑚 野川 柚奈 伊藤 千紘 今川 瑠香 田中 伶奈 岩垂 はるか 辻本 陽莉

西川 沙慧 池田 葵 五十嵐 結音 片糸 ひかり 谷内口 紗生 鈴木 智子 長原 乃愛 橘 香晴

(大浦ジュニア) (大浦ジュニア) (大浦ジュニア) (金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ) (金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ) (金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ) (ＴＩＪ石川) (ＴＩＪ石川)

大和 由奈 本 七幸

中田 恵玖 矢野 桃香

(金沢ジュニア) (Ｊ．Ｃａｔｓ)

北岡 咲希 西村 咲舞 大根 藍乃 田中 さくら 澤野 令奈 田中 莉央 桜井 栞那

髙倉 都風 神崎 美羽 谷岡 里咲 平畠 京香 畑中 結愛 瀬戸 奏心 山崎 茉叶

(津幡ジュニア) (津幡ジュニア) (津幡ジュニア) (津幡ジュニア) (宇ノ気ジュニア) (高松ジュニア) (中島ジュニア)

車 玲奈 冨田 彩友 池田 唯乃 平野 ふうり

髙﨑 紗知 牧 恵衣 久保田 碧 木元 葵衣

(ＢⅭかしま) (能登町ジュニア) (輪島ジュニア) (相馬田鶴浜)

10:30

上田 莉唯子 鈴木 ひかり 町田 莉紅 北 柚月 亀倉 悠可 西村 梓未 中川 陽夏乃 山崎 愛栞

森 李衣菜 岡田 江菜 村上 真佳 世戸 逢 京田 留実 今枝 心絆 西川 一花 板橋 美奈

(オールエイジJｒ) (オールエイジJｒ) (ｍｉｎａｔｏＪｒ) (ｍｉｎａｔｏＪｒ) (寺井ジュニア) (美川湊ジュニア) (松任ジュニア) (松任ジュニア)

麻生 桃花 鹿野 栞 石山 咲希 丹羽 悠理 浅野 優奈 西出 桃 西村 梓未

林 美心 河崎 蕾音 絹川 乃彩 田中 汐莉 渡辺 渚 オ ープン 今枝 心絆

(加賀ジュニア) (加賀ジュニア) (野々市ジュニア) (野々市ジュニア) (小松ジュニア) (小松ジュニア) (美川湊ジュニア)

安江 百々花 堀 咲月 山田 月歩 廣川 詩花 山村 舞 松原 亜美 長田 唯 西川 真千瑠

飯嶋 奏 磯村 凛桜 谷島 来美 錦織 優那 山口 花音 北村 陽梨 横山 琴羽 森下 心陽

(大浦ジュニア) (大浦ジュニア) (金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ) (金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ) (金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ) (ＴＩＪ石川) (金沢ジュニア) (Ｊ．Ｃａｔｓ)

紅谷 梓 大久保 結希

玉田 夢空 大山 紗葉

(新神田ジュニア) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ)

加賀 友梨 酒井 仁那 府中 衣織 大橋 柚月 寺田 紫乃 架谷 あめり 辻 美玲

角 美莉菜 松原 このみ 葭田 千紗 栗崎 心温 鍛冶澤 なのは 香林 茉優 オ ープン

(津幡ジュニア) (津幡ジュニア) (津幡ジュニア) (津幡ジュニア) (高松ジュニア) (高松ジュニア) (宇ノ気ジュニア)

水元 采郁 高木 咲花 大北 凜 永井 歩佳

南代 陽菜乃 宮藤 凛杏 馬場 柚佳 山岸 明日香

(能登町ジュニア) (能登町ジュニア) (輪島ジュニア) (相馬田鶴浜)

入場　４年女子　銭谷地区９：００　松下地区９：０５　宮森地区９：１０　栂野尾地区９：１５　

４女Ａ(４) ４女Ｂ(５) ４女Ｃ(５) ４女Ｄ(４)

宮森地区９：１０

栂野尾地区９：１５

４女Ｎ(５) ４女Ｏ(５)

４女Ｍ(４) ４女Ｐ(４)

※１　タイムテーブルはあくまでも目安です、コートが変更になる場合もあります。

※２　審判は割当審判とする

第４４回石川県ジュニアバドミントンダブルス大会　小学生の部

入場　４年女子　銭谷地区９：００　松下地区９：０５　宮森地区９：１０　栂野尾地区９：１５　
■美川体育館　　　　　　　　　　　入場順

銭谷地区９：００

松下地区９：０５

４女Ｆ(５) ４女Ｇ(５)

４女Ｅ(４) ４女Ｈ(４)

入場　４年女子　銭谷地区１０：３０　松下地区１０：３５　宮森地区１０：４０　栂野尾地区１０：４５　

４女Ｉ(４) ４女Ｊ(５) ４女Ｋ(５) ４女Ｌ(４)

■美川体育館　　　　　　　　　　　タイムテーブル ９月３日(土)

入場　４年女子　銭谷地区１０：３０　松下地区１０：３５　宮森地区１０：４０　栂野尾地区１０：４５　

銭谷地区１０：３０

松下地区１０：３５

宮森地区１０：４０

栂野尾地区１０：４５



１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート

09:00

09:30

09:50

10:10

10:50

11:10

11:30

11:50 4BD-1 4BD-2 4BD-3

12:20 4BD-4 4BD-5 4BD-6 4BD-7

12:50 4BD-8 4BD-9

13:20 4BD-決勝 4BD-三決

09:00

三谷 琉輝 川守 梛仁 中川 蒼健 榮代 悠正 浅野 雄大 谷野 夢芽

西田 煌彗 陳 含章 村上 陽心 永森 冬真 山口 咲人 窪田 泰士

(松任ジュニア) (松任ジュニア) (ｍｉｎａｔｏＪｒ) (美川湊ジュニア) (小松ジュニア) (寺井ジュニア)

大南 花道 鈴木 瑛大 宮川 翔太 広田 敦稀 柏野 凌我 澤 悠央 小林 史侑 早川 礼翔

津田 源太 岡田 大慈朗 伊﨑 聖 寺田 清将 坂野 桜宥 石立 蒼穹 米田 慈玄 川端 章也

(ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (新神田ジュニア) (新神田ジュニア) (金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ) (金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ) (ＯＫジュニア)

榎木 健人

表 京佑

(ＴＩＪ石川)

石田 結弥 山戸 涼空 山田 涼太 袖ヶ市 健太

石田 優蒼 中塚 浩哉 高橋 侑聖 川渕 慎平

(内灘ジュニア) (羽咋ジュニア) (津幡ジュニア) (高松ジュニア)

岡部 隼人 向 晃真

車 隆守 中野 大志

(ＢⅭかしま) (能登町ジュニア)

10:00

中川 葵唯 安藤 春成 中村 祐介 高瀬 琉暉 村上 大翔 渡辺 琥心 野澤 龍生

砂山 弓弦 安藤 寿志 宮川 愛叶 今井 澄真 南森 稔 西 陽向 加藤 聖修

(松任ジュニア) (松任ジュニア) (加賀ジュニア) (美川湊ジュニア) (美川湊ジュニア) (小松ジュニア) (小松ジュニア)

津田 夢太 中 孝太 清水 蓮 山田 一進 松本 大輝 橘 遼 小竹 悠吾 吉川 詠

田井 毅 塚本 龍仁 黒田 英朱 市谷 祐橙 樹山 透弥 笹田 翔 松原 隼斗 小坂 恒喜

(ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ) (金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ) (おしのジュニア) (ＴＩＪ石川) (新神田ジュニア) (金沢ジュニア)

高畠 暁輝 橘 遼

尾崎 尊都 笹田 翔

(大浦ジュニア) (ＴＩＪ石川)

北岡 陽翔 田中 大和 山越 天翔 山下 和空

西村 遥真 中川 照太 鶴見 楓斗 高尾 駿志

(津幡ジュニア) (津幡ジュニア) (高松ジュニア) (高松ジュニア)

市川 悠大 曽山 恵吾

高田 晴渡 垣内 佑志

(能登町ジュニア) (ＢⅭかしま)

■美川体育館　　　　　　　　　　　タイムテーブル ９月４日(日)

入場　４年男子　銭谷地区９：００　松下地区９：０５　宮森地区９：１０　栂野尾地区９：１５　

４男Ａ(５) ４男Ｂ(５) ４男Ｅ(５)

入場　４年男子　銭谷地区９：００　松下地区９：０５　宮森地区９：１０　栂野尾地区９：１５　

■美川体育館　　　　　　　　　　　入場順

銭谷地区９：００

松下地区９：０５

４男
Ｃ(３)

４男
Ⅾ(３)

入場　４年男子　銭谷地区１０：００　松下地区１０：０５　宮森地区１０：１０　栂野尾地区１０：１５　

４男Ｆ(５) ４男
Ｇ(３)

４男
Ｈ(３)

※１　タイムテーブルはあくまでも目安です、コートが変更になる場合もあります。

※２　審判は割当審判とする

４男
Ｉ(３)

４男
Ｊ(３)

４男Ｋ(５)

栂野尾地区１０：１５

宮森地区９：１０

栂野尾地区９：１５

入場　４年男子　銭谷地区１０：００　松下地区１０：０５　宮森地区１０：１０　栂野尾地区１０：１５　

銭谷地区１０：００

松下地区１０：０５

宮森地区１０：１０


