
種　目 優　勝 準優勝 参加数
小学４年生以下男子 やまだ わく おかべ はやと なかがわ ゆいと そやま けいご いちかわ ゆうだい すぎもと そうた くるま りゅうま たかだ はると 　１３

山田 和功 岡部 隼人 ③ 中川 結翔 曽山 恵吾 市川 悠大 ③ 杉本 想太 ③ 車 隆守 ③ 高田 晴渡 ②
(中島ジュニア) (ＢＣかしま) (ナスポ) (ＢＣかしま) (能登町ジュニア) (七尾ジュニア) (ＢＣかしま) (能登町ジュニア)

小学４年生以下女子 もりた なみ おおきた りん さくらい かんな やち ふたば ばんば ゆずか まき めい ながい あゆか くぼた あお 　２３
盛田 那心 大北 凜 桜井 栞那 ③ 谷内 双葉 馬場 柚佳 牧 恵衣 ③ 永井 歩佳 久保田 碧
(中島ジュニア) (輪島ジュニア) (中島ジュニア) (輪島ジュニア) (輪島ジュニア) (能登町ジュニア) (相馬田鶴浜) (輪島ジュニア)

小学５年生男子 たなか はやて たかはし ゆうけい ひらの こうのすけ 　３
田中 颯 髙橋 佑圭 平野 晃之介
(七尾ジュニア) (中島ジュニア) (ナスポ)

小学５年生女子 きもり さと はまだ かんな ほり いろな まき ひな はしもと ゆな おくい まゆ せき かりん やすだ りの 　２１
木森 里 浜田 環菜 堀 彩夏 牧 姫生 橋本 結心 奥井 麻友 昔 花凜 安田 理乃
(七尾ジュニア) (中島ジュニア) (七尾ジュニア) (能登町ジュニア) (中島ジュニア) (七尾ジュニア) (七尾ジュニア) (ＢＣかしま)

小学６年生男子 まつだ きずく こなか くりゅう こばやし りゅうと 　３
松田 絆空 小中 玖隆 小林 龍羽人
(中島ジュニア) (中島ジュニア) (ＢＣかしま)

小学６年生女子 もりた あこ やまだ にこ みなとぐち ゆめ ふくひら せな おかべ みゆう まえ さな こたに かほ ふくやま ゆず 　１１
盛田 彩心 山田 虹來 湊口 結恵 福平 瀬奈 岡部 美有 前 佐那 小谷 華穂 福山 柚
(中島ジュニア) (中島ジュニア) (輪島ジュニア) (輪島ジュニア) (ＢＣかしま) (輪島ジュニア) (ナスポ) (中島ジュニア)

中学１年生男子 きたどめ りょうすけ さくらい たける しながわ けいた らくまん とうま ナガイ リクト サカイ リョウセイ ふるさわ かなた はなだ まさと 　１５
北留 諒哉 桜井 健琉 品川 慶太 楽満 柊真 永井 陸斗 酒井 凌世 古澤 奏多 花田 正翔
(中能登中) (中能登中) (七尾東部中) (中能登中) (七尾中) (七尾中) (中能登中) (中島中)

中学１年生女子 やまもと あやか みやした あづき ひら はるか はまき あこ なかがわ きらび いけばた あやか にっこう ことね まつえ ふうか 　２０
山本 彩夏 宮下 亜月 平 春香 濵木 愛心 中川 煌美 池端 彩華 日光 琴音 松江 楓華
(中島中) (中島中) (輪島中) (輪島中) (輪島中) (輪島中) (中能登中) (七尾中)

中学２年生男子 はまだ ひなた さみ はやと おもて はると クスノキ ユウタ たが みつき かくち としき たなべ りょうた いわはま まさみち 　１８
浜田 陽向 佐味 勇虎 表 陽仁 楠 優太 多賀 舜樹 此内 稔喜 田辺 諒大 岩浜 正道
(中能登中) (七尾東部中) (中能登中) (七尾中) (中島中) (中能登中) (中島中) (中島中)

中学２年生女子 ささや かほ きもり はな こばやし かのん もとたに みれい なかがわ あいわ こなか しえな とよしま りな たなか ふあ 　２３
笹弥 夏帆 木森 花 小林 花音 本谷 美怜 中川 藍羽 小中 詩那 豊島 莉奈 田中 風愛
(中島中) (七尾東部中) (七尾東部中) (中島中) (七尾中) (七尾東部中) (輪島中) (七尾東部中)

三　位 五　位

第３８回栂野尾杯争奪ジュニアバドミントン大会 ベスト８　　　　　　　　　　2022.06.25-26　七尾総合市民体育館



種　目 優　勝 準優勝 参加数
小学４年生以下男子 にしむら はるま いしだ ゆいや きたおか はると いしだ ゆあ きたかど りく そでがいち けんた ながや かいと うえの あきと 　２２

西村 遥真 石田 結弥 北岡 陽翔 石田 優蒼 ③ 北門 龍來 ③ 袖ヶ市 健太 長谷 海翔 ③ 上野 暁人
(津幡ジュニア) (内灘ジュニア) (津幡ジュニア) (内灘ジュニア) (七塚ジュニア) (高松ジュニア) (内灘ジュニア) (宇ノ気ジュニア)

小学４年生以下女子 おおはし ゆづき たなか りお くりさき こはる たけなか さな せと かなこ みやむら あいる きたおか さき さわの れな 　２９
大橋 柚月 田中 莉央 栗崎 心温 竹中 サナ 瀬戸 奏心 宮村 愛瑠 北岡 咲希 ② 澤野 令奈
(津幡ジュニア) (高松ジュニア) (津幡ジュニア) (高松ジュニア) (高松ジュニア) (津幡ジュニア) (津幡ジュニア) (宇ノ気ジュニア)

小学５年生男子 やまざき ごお おおた けいし やまもと こうが まえだ りゅう なかつか こうた きだに こうき よしおか えいじ はたなか りゅうき 　１０
山﨑 伍央 大多 慶士 山本 晃雅 前田 莉悠 中塚 浩太 気谷 晃生 吉岡 鋭志 畑中 琉希
(津幡ジュニア) (高松ジュニア) (羽咋ジュニア) (津幡ジュニア) (羽咋ジュニア) (七塚ジュニア) (内灘ジュニア) (宇ノ気ジュニア)

小学５年生女子 きむら りの まつもと ゆの しらえ かえで かねだ ひかり まえかわ みあん へいばたけ ゆずき まつい まな おきの るい 　９
木村 倫望 松本 夢乃 白江 楓 兼田 光莉 前川 美杏 平畠 柚希 松居 真菜 沖野 瑠依
(宇ノ気ジュニア) (羽咋ジュニア) (高松ジュニア) (高松ジュニア) (津幡ジュニア) (津幡ジュニア) (七塚ジュニア) (高松ジュニア)

小学６年生男子 かんざき りく ひらの りょう しおもと りょう たかお ゆうじ うえの そうすけ よしだ まこと うみ たろう いなみ きっぺい 　１２
神崎 李空 平野 凌 塩本 竜生 高尾 優志 上野 蒼介 吉田 誠 海 太郎 井波 桔平
(津幡ジュニア) (津幡ジュニア) (七塚ジュニア) (高松ジュニア) (宇ノ気ジュニア) (七塚ジュニア) (津幡ジュニア) (津幡ジュニア)

小学６年生女子 たかくら ゆめは はらだ みな ひがし さき はやし かんな もりと かな もとかわ ちさ なかやま めいさ もとかわ ななみ 　２２
髙倉 夢羽 原田 美菜 東 紗希 林 栞菜 盛戸 佳奈 本川 千紗 中山 芽咲 本川 菜々実
(津幡ジュニア) (羽咋ジュニア) (高松ジュニア) (高松ジュニア) (高松ジュニア) (宇ノ気ジュニア) (津幡ジュニア) (津幡ジュニア)

中学１年生男子 ほりはた りょうた おおはし ゆうと おむら あやと たかもと るいと たけなか こう よしかわ ゆうと みやさか あつや きむら ゆうま 　３９
堀端 亮太 大橋 悠人 尾村 絢人 髙本 塁斗 竹中 航生 吉川 祐人 宮坂 淳椰 木村 悠眞
(高松中) (津幡中) (津幡中) (津幡中) (高松中) (高松中) (河北台中) (宇ノ気中)

中学１年生女子 はしもと かな にしむら ゆあ やまざき ななこ たなか ゆり あだち なな いけだ ことね みやもと きらり にしだ せりな 　２９
橋本 佳奈 西村 優杏 山﨑 菜七子 田中 友理 安達 奈七 池田 琴音 宮本 きらり 西田 聖莉奈
(津幡中) (津幡南中) (津幡南中) (高松中) (宇ノ気中) (津幡南中) (高松中) (津幡南中)

中学２年生男子 みずかみ ゆうと いそが ひゆう かじ ゆうま はやし こうた なかい しょういち いま ようま いなみ さくや さかもと ゆうき 　６０
水上 雄斗 磯賀 彪 嘉治 優真 林 皇太 中居 省一 今 耀馬 井波 桜哉 坂本 勇希
(津幡中) (津幡中) (高松中) (高松中) (内灘中) (高松中) (津幡中) (津幡中)

中学２年生女子 やまぐち あいか なかつか ゆな たしろ こはる まつだ あやね おかだ ふうか さかぐち かのん かわおく さらら ながや れあ 　３７
山口 藍果 中塚 由奈 田代 小春 松田 絢音 岡田 楓香 坂口 花穏 河奥 さらら 長谷 玲綾
(河北台中) (志賀中) (宇ノ気中) (宇ノ気中) (高松中) (津幡中) (津幡南中) (内灘中)

第26 回宮森杯争奪ジュニアバドミントン大会 ベスト８　　　　　　　　　　2022.06.25-26　津幡運動公園体育館

三　位 五　位



種　目 優　勝 準優勝 参加数
小学４年生以下男子 にしだ おうせい すずき はく すずき しずく みたに りゅうき やまぎし たくま みなみもり じん むらかみ たいが えいよ ゆうせい 　２５

西田 煌彗 鈴木 珀琥 鈴木 雫 ③ 三谷 琉輝 山岸 卓馬 ② 南森 稔 ③ 村上 大翔 ③ 榮代 悠正 ②
(松任ジュニア) (小松ジュニア) (野々市ジュニア) (松任ジュニア) (オールエイジＪｒ) (美川湊ジュニア) (美川湊ジュニア) (美川湊ジュニア)

小学４年生以下女子 びた なのは にし ほのか やまぎし こはく さわむら まお かわさき れのん やまざき まなか むらかみ まなか かの しおり 　７７
尾田 菜乃遥 西 穂華 山岸 こはく 澤村 眞緒 ③ 河崎 蕾音 山崎 愛栞 村上 真佳 鹿野 栞
(国府ジュニア) (オールエイジＪｒ) (オールエイジＪｒ) (野々市ジュニア) (加賀市ジュニア) (松任ジュニア) (ｍｉｎａｔｏＪｒ) (加賀市ジュニア)

小学５年生男子 きだに ひなた さわむら ゆうせい たかはし りくと さとう ゆうじん こいづか いつき やまだ あやた みずぐち ゆずる かたで たける 　１４
木谷 陽太 澤村 悠誠 高橋 陸斗 佐藤 悠人 小飯塚 樹 山田 綾大 水口 結弦 片出 彪琉
(美川湊ジュニア) (野々市ジュニア) (小松ジュニア) (加賀市ジュニア) (野々市ジュニア) (美川湊ジュニア) (小松ジュニア) (蕪城ジュニア)

小学５年生女子 きた はすみ いわた みさき あべ みつき いちだ あかり ふくしま りな みやざき ゆうか みやかわ ゆな こりいけ ゆずは 　２８
北 羽純 岩田 美紗希 阿部 美月 市田 暁梨 福島 莉奈 宮崎 優華 宮川 ゆな 小利池 柚羽
(小松ジュニア) (野々市ジュニア) (美川湊ジュニア) (加賀市ジュニア) (美川湊ジュニア) (オールエイジＪｒ) (加賀市ジュニア) (野々市ジュニア)

小学６年生男子 かわばた こうへい みつの さくま みずしま かける うお こうだい かど えいしん むらた そうし たけなか れおん かわなみ みつき 　２１
川端 航平 三津野 桜真 水島 颯柊 卯尾 倖大 角 瑛真 村田 颯志 竹中 獅 河波 光希
(松任ジュニア) (加賀市ジュニア) (美川湊ジュニア) (野々市ジュニア) (小松ジュニア) (松任ジュニア) (国府ジュニア) (国府ジュニア)

小学６年生女子 にし かのん あさい その びた ここは やまぐち ゆずほ すずき こう まつもと さくら さきだ じゅな えいよ あやこ 　４０
西 奏音 浅井 奏乃 尾田 心遥 山口 柚歩 鈴木 虹羽 松本 咲良 崎田 絢那 榮代 絢子
(オールエイジＪｒ) (小松ジュニア) (国府ジュニア) (国府ジュニア) (小松ジュニア) (国府ジュニア) (ｍｉｎａｔｏＪｒ) (美川湊ジュニア)

中学１年生男子 きだに しょうた はしば ゆうと ふなわたし けいと いぬい りょうすけ たかだ はるま おく ゆうた すずき かける こだま こうよう 　２３
木谷 翔太 橋場 悠人 舟渡 啓斗 乾 良輔 高田 暖真 奥 裕太 鈴木 翔 児玉 洸陽
(美川中) (美川中) (美川中) (松任中) (寺井中) (美川中) (美川中) (美川中)

中学１年生女子 まつした りの にしだ のあ ごとう ゆの みたに せいら あらや ちさと みやうら さくら よこがわ りおん もりやま いちか 　４２
松下 莉望 西田 希愛 後藤 優乃 三谷 星来 荒屋 知咲登 宮浦 咲空 横川 莉音 森山 一花
(加賀市ジュニア) (松任中) (美川中) (松任中) (美川中) (辰口中) (国府ジュニア) (加賀市ジュニア)

中学２年生男子 こだま たいよう おおた ごう はった たいせい たかはし そら いしかわ つかさ やました そうた かさぎ たくや あわづ けいた 　２２
児玉 太一陽 大田 悟羽 八田 大聖 高橋 昊来 石川 司 山下 聡太 笠置 拓哉 粟津 圭太
(美川中) (小松ジュニア) (小松ジュニア) (小松ジュニア) (北星中) (北星中) (野々市中) (美川中)

中学２年生女子 かんでん あゆみ うらかみ あおい よしかわ いろは みなみもり あん いわした みな あべ きさき ふくしま りな きた れんな 　３５
勘傳 歩美 浦上 蒼彩 吉川 彩羽 南森 杏 岩下 美凪 阿部 希咲 福島 莉奈 北 蓮菜
(美川中) (美川中) (美川中) (美川中) (美川中) (美川中) (南部中) (南部中)

三　位 五　位

第38回銭谷杯争奪ジュニアバドミントン大会 ベスト８　　　　　　　　　　2022.06.25.26　美川スポーツセンター・美川体育館



種　目 優　勝 準優勝 参加数
小学４年生以下男子 なか こうた つかもと りゅうじん すずき えいた たい つよし いしだて そら おかだ だいじろう つだ むった たちばな りょう 　４１

中 孝太 塚本 龍仁 鈴木 瑛大 ③ 田井 毅 ③ 石立 蒼穹 ③ 岡田 大慈朗 ③ 津田 夢太 橘 遼
(ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (金沢崎浦) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (ＴＩＪ石川)

小学４年生以下女子 おおくぼ ゆいの たなか れいな むらもと いとは のがわ ゆずな ごとう よしの たまだ むく べにたに あずさ ひろかわ はな 　５６
大久保 結希 田中 伶奈 村本 絃羽 野川 柚奈 後藤 佳乃 ③ 玉田 夢空 ③ 紅谷 梓 ③ 廣川 詩花 ③
(ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (金沢崎浦) (グラッソジュニア) (大浦ジュニア) (Ｊ．ｃａｔｓ) (新神田ジュニア) (新神田ジュニア) (金沢崎浦)

小学５年生男子 もとむら けんご むらた かける やまぎし けいすけ やすだ よしゆき やまもと たける まえだ けいや かわしま たける よしだ いつき 　１０
本村 健悟 村田 翔琉 山岸 恵輔 安田 嘉志 山本 丈翔 前田 慧也 川島 岳琉 吉田 樹
(ＴＩＪ石川) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (金沢ジュニア) (大浦ジュニア) (金沢崎浦) (ＴＩＪ石川) (金沢崎浦) (中央ジュニア)

小学５年生女子 たなか さわ わたなべ はなこ はねだ りさ もりやま はづき まつだ はるね たい きい やました さら あおやま こなつ 　４１
田中 咲羽 渡邊 華子 羽根田 莉紗 森山 葉月 松田 遥音 田井 きい 山下 桜愛 青山 小夏
(金沢ジュニア) (グラッソジュニア) (グラッソジュニア) (グラッソジュニア) (グラッソジュニア) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (新神田ジュニア) (ＴＩＪ石川)

小学６年生男子 きたの ひいろ よつやなぎ ゆうま むらた ゆと まえだ そら つかもと りく はまもと こうせい はせがわ じん けやき とうは 　１８
北野 陽彩 四柳 佑真 村田 由都 前田 蒼空 塚本 陸 濱本 光彗 長谷川 迅 槻 冬蓮
(ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (おしのジュニア) (J.cats) (ＴＩＪ石川) (大浦ジュニア)

小学６年生女子 とみた はな やちぐち きほ いまかわ さな たかお あやか しおたに さこ にしむら こはる ふるさわ くれは わだ ゆい 　３４
冨田 英 谷内口 貴帆 今川 紗那 高尾 彩花 塩谷 紗子 西村 心春 古澤 紅葉 和田 優衣
(ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (金沢崎浦) (金沢崎浦) (金沢崎浦) (金沢崎浦) (グラッソジュニア) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ) (ＴＩＪ石川)

中学１年生男子 たにやま ゆう いしだ ゆうひ さかの ふうが てらせ ひろと みやかわ じんた なりきよ ゆうき まつばら しおん おしだ りゅうき 　２６
谷山 優 石田 悠陽 坂野 楓芽 寺瀬 大翔 宮川 仁太 成清 友貴 松原 史穏 押田 龍幸
(金沢学院中) (金沢学院中) (鳴和中) (金沢学院中) (金沢学院中) (金沢学院中) (金沢学院中) (兼六中)

中学１年生女子 たなか みつき ひろせ あやか よしなが りの おかだ みそら ひろせ こはる せきね なの きむら あいみ たなか えむ 　４５
田中 美月 廣瀬 綾夏 永 梨乃 岡田 実空 廣瀬 香春 関根 菜乃 木村 愛実 田中 依舞
(金沢学院中) (鳴和中) (金沢学院中) (金沢学院中) (大徳中) (金沢学院中) (金沢学院中) (金沢学院中)

中学２年生男子 にしやま しょうご かんだ まさはる しおたに よりざね まえだ はやま あわの ひろと かわしま いぶき よつやなぎ しょうたろう もりやま そうご 　２１
西山 尚吾 神田 勝栄 塩谷 頼実 前田 颯真 粟野 弘斗 川島 伊吹 四栁 翔太郎 森山 蒼梧
(高岡中) (高岡中) (野田中) (ＯＫジュニア) (小将町中) (野田中) (高岡中) (泉中)

中学２年生女子 とくだ ゆい もとむら ひな さわだ ちはな たぐち さやか おがわ あみ まえだ ゆうか みやもと まな たなか ゆうか 　６９
徳田 優衣 本村 陽奈 沢田 知華 田口 紗花 小川 愛海 前田 祐華 宮本 真奈 田中 優花
(鳴和中) (大徳中) (大徳中) (大徳中) (高岡中) (高岡中) (兼六中) (兼六中)
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