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あ い さ つ 

 

 

 

九州バドミントン連盟 

会長   浦 山  茂 

 

スポーツの秋、ここに第３８回全九州小学生バドミントン選手権大会兼第３０回全

国小学生バドミントン選手権大会九州ブロック予選会が、鹿児島市の西原商会アリー

ナにおいて開催されることは、主催者としてとてもうれしく思います。 

歴史を重ねるということは、様々なことがありますが、昨年度は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で本大会は中止となりました。その後、医療従事者をはじめ関係者

の方々のご努力により、本大会は開催できるようになりました。各地に発出されてい

た緊急事態宣言は１０月１日に解除されましたが、新型コロナ感染症が収束していな

いことから大会運営は、（公財）日本バドミントン協会が示している「新型コロナウ

イルス感染症対策に伴うバドミントン活動ガイドライン」を守って行います。選手、

監督の皆さんもガイドラインに従っていただきますようお願いします。 

 さて、今年開催された東京２０２０では、多くの日本代表選手が活躍されました。

オリンピックでは混合ダブルスの渡辺・東野ペアが銅メダル、パラリンピックでは地

元九州出身の梶原大暉選手（福岡県）が金メダルと銅メダルを獲得するなど全部で金

３個、銀１個、銅５個と素晴らしい結果でした。皆さんも応援していて多くの感動と

勇気をもらわれたことと思います。 

  さて、各県の厳しい予選を勝ち抜かれ本大会に参加されました選手の皆さん、本大

会は皆さんが活躍する舞台です。ここ鹿児島市で、日ごろの厳しい練習の成果を十二

分に発揮され、本年１２月に福島県において開催される全日本小学生選手権大会への

出場権を目指してください。また、選手間の友情をさらに深められ思い出多き素晴ら

しい大会になることを願っています。 

  終りに、本大会を主管していただきます鹿児島県バドミントン協会並びに鹿児島県

小学生バドミントン連盟など関係者の皆さんに、心から厚くお礼申し上げ、私のあい

さつといたします。 



九州小学生バドミントン連盟
　会  長　　　池 田　　明 男

　　第3８回　全九州小学生バドミントン選手権大会が、ここ鹿児島県鹿児島市

　で開催されますことを大変嬉しく思います。

　新型コロナウィルスの感染拡大の中での開催でしたが、

　「東京２０２０オリパラリンピック」は無観客で盛大に終わりました。

　　選手達は晴れの舞台で持てる力を出しきって、スポーツの素晴らしさと感動

　を我々に与えてくれました。

　お願いします・・・新型コロナウィルスの感染防止対策を厳守して下さい。

　あなたたちが、将来の日本バドミントン界を支えて強くしていくのです。

　　この九州大会で代表を勝取った選手は、全国大会で九州代表として頑張って

　ください。

　　九州のジュニア指導者は「九州はひとつ」を合言葉にして、頑張っています。

　　先月、小学生バドミントンに大変ご尽力下さいました、野々口　清介（熊本

　県八代市バドミントン協会前会長）さんが逝去されました。全国ABC小学生

　大会・九州小学生合宿をはじめ数々の大会やイベントをを八代市で、開催して

　いただきました。

　　終わりに本大会の開催にあたり、各県バドミントン協会のご支援ご協力に

　感謝するとともに大会の準備運営いただきます鹿児島県協会・鹿児島市の協会

　関係者の皆様に心より感謝を申し上げ挨拶といたします。

あ　い　さ　つ



 

 

               あ い さ つ 

 

 

鹿児島市長 

下 鶴  隆 央 

 

 

「第 38回全九州小学生バドミントン選手権大会九州地区予選会」が、鹿児島市において

開催されますことをお慶び申し上げますとともに、九州各県からお越しの選手・監督並び

に関係の皆様方を心より歓迎いたします。 

本市では、２０２３年に「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」の開催を控え、ス

ポーツに対する市民の関心が大きく高まっており、多くの人々に夢や感動を与えることの

できるスポーツの力を生かしたまちづくりを積極的に進めております。 

このような中、九州各県の予選会を勝ち抜いた小学生が本市に集い、全国大会への出場

をかけた熱戦が繰り広げられますことは、本市のスポーツ振興にとっても誠に意義深いも

のであります。 

選手の皆さんには、日頃から培った力と技を存分に発揮し、元気溢れる爽やかな試合を

繰り広げていただきますとともに、切磋琢磨する仲間との交流が一層深まることを願って

おります。 

そして、本大会に出場される皆さんの中から、将来、世界の大舞台に羽ばたく選手が誕

生することを期待しております。 

 結びに、本大会の開催にあたり、新型コロナウイルス感染症対策を講じる中で、大変な

ご尽力をされました関係の皆様方に深く敬意を表しますとともに、本大会の成功と選手の

皆さんのご健闘を心よりお祈り申し上げまして、歓迎のあいさつといたします。 



歓迎のことば 

 

 

 

鹿児島県バドミントン協会 

会 長 藤  本   滋  

 

第３８回全九州小学生バドミントン選手権大会兼第３０回全国小学生バドミ

ントン選手権大会九州ブロック予選会がここ鹿児島市の西原商会アリーナで開

催されますことをお慶び申し上げますとともに、大会に出場される選手の皆様

方をはじめ関係者の方々を心より歓迎申し上げます。 

 各県 コロナ感染症対策を万全にしながら厳しい予選を勝ち抜いて本大会に

出場されます選手の皆様におかれましては、本年１２月に福島県で行われます

全国大会の出場を目指して日頃の練習の成果が十二分に発揮され、友情の輪を

広げるなど、思い出に残る大会となることを期待します。 

 さて、今年の夏は「東京・オリンピック」が私たちに多くの感動のドラマを

見せてくれました。バドミントンでは混合ダブルスの渡辺・東野ペアが銅メダ

ルを獲得しました。私たちバドミントン関係者にとりましてはこの上ない喜び

であり、今、バドミントンに打ち込んでいる多くの少年、少女たちにも大きな

夢を与えてくれました。 

 ここに集う選手の中から、将来のオリンピック選手が必ずや輩出されること

を熱望しています。 

最後に､本大会の開催にあたり、大変ご尽力いただきました各県の指導者・保

護者の皆様方をはじめ、関係各位に心からお礼を申し上げ、大会の成功を祈念

し、歓迎のことばといたします。 
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【　開　会　式　②　】【　開　会　式　②　】【　開　会　式　②　】【　開　会　式　②　】

１　選手団整列１　選手団整列１　選手団整列１　選手団整列 各県観客席より（女子）

２　大会会長あいさつ２　大会会長あいさつ２　大会会長あいさつ２　大会会長あいさつ 九州バドミントン連盟 会　長 浦 山 茂

３　競技上の注意３　競技上の注意３　競技上の注意３　競技上の注意 鹿児島県バドミントン協会 競技審判部長 古垣 大輔

【　閉　会　式　】【　閉　会　式　】【　閉　会　式　】【　閉　会　式　】

１　役員・選手団整列１　役員・選手団整列１　役員・選手団整列１　役員・選手団整列 入賞者のみ所定の椅子へ着席

２　開 式 通 告２　開 式 通 告２　開 式 通 告２　開 式 通 告

３　成績発表並びに表彰３　成績発表並びに表彰３　成績発表並びに表彰３　成績発表並びに表彰

４　講　　評４　講　　評４　講　　評４　講　　評

５　閉 式 通 告５　閉 式 通 告５　閉 式 通 告５　閉 式 通 告

式　　次　　第式　　次　　第式　　次　　第式　　次　　第

日　時：１０月２３日（土）9：00～
会　場：西原商会アリーナ （館内放送による）

８　選 手 宣 誓８　選 手 宣 誓８　選 手 宣 誓８　選 手 宣 誓

日　時：１０月２４日（日）競技終了後
会　場：西原商会アリーナ

日　時：１０月２３日（土）13：00～
会　場：西原商会アリーナ （館内放送による）



第３８回全九州小学生バドミントン選手権大会 

兼第３０回全国小学生バドミントン選手権大会九州ブロック予選会 

 

実 施 要 項 

 

1. 主 催 九州バドミントン連盟 九州小学生バドミントン連盟 

2. 主 管 鹿児島県バドミントン協会 鹿児島県バドミントン協会小学校部会 

3. 後 援 鹿児島県・鹿児島県教育委員会 (財)鹿児島県スポーツ協会 

鹿児島市・鹿児島市教育委員会 (財)鹿児島市スポーツ振興協会 

（公財）鹿児島観光コンベンション協会 

4. 特別協賛 ヨネックス株式会社 

5. 開催日程 令和３年１０月２２日(金) 

      ◎公開練習・・・実施しない。 

◎代表者会議・・実施しない。 

「鹿児島県バドミントン協会」ホームページに事前掲載 

◎理事会   １７時  西原商会アリーナ会議室 

令和３年１０月２３日(土) 

◎開会式  ８時３０分 西原商会アリーナ 

◎試合開始 ９時００分 西原商会アリーナ 

       午前 男子１回戦から２回戦まで 

       午後 女子１回戦から２回戦まで 

令和３年１０月２４日(日) 

◎試合開始 ９時００分 西原商会アリーナ 

◎閉会式  競技終了後 西原商会アリーナ 

6. 会 場 西原商会アリーナ(旧鹿児島アリーナ) 

     鹿児島県鹿児島市永吉１丁目３０－１ 電話 099-285-2244 

7. 種 目 ① ６年生以下男子単  ② ６年生以下男子複 

③ ６年生以下女子単  ④ ６年生以下女子複 

⑤ ５年生以下男子単  ⑥ ５年生以下男子複 

⑦ ５年生以下女子単  ⑧ ５年生以下女子複 

⑨ ４年生以下男子単  ⑩ ４年生以下男子複 

⑪ ４年生以下女子単  ⑫ ４年生以下女子複 



8. 競技規則 令和３年度(公財)日本バドミントン協会競技規則及び同大会運営規程並

びに同公認審判員規程により行う。 

9. 競技方法 各種目ともトーナメント戦とし、３位決定戦を行う。 ４位までが『第

３０回全国小学生バドミントン選手権大会』の出場権を得る。 

10. 使 用 球 令和３年度(公財)日本バドミントン協会第１種検定合格水鳥球とする。 

11. 参加資格 監督、コーチ及び選手は、（公財）日本バドミントン協会及び日本小学

生バドミントン連盟に登録している者で、各県協会長または各県小学生

組織代表者の推薦者であること。また、監督並びにコーチについては、

(公財)日本バドミントン協会公認審判員有資格者で、大会時「公認審判

員 資格証明手帳」を携帯すること。 

12. 参加制限 各県、各種目４人(組)とし、単・複兼ねての出場はできない。 

(１)  複の場合(公財)日本バドミントン協会及び日本小学生連盟に登

録済みの同一クラブのペアに限る。 

(２)  参加申込後、欠員が生じた場合には、開催県から補充できる。 

13. 参 加 料  【単】３，０００円／１名  【複】６，０００円／１組 

14. 申込方法 申込書の様式を「鹿児島県バドミントン協会」のホームページからダウ

ンロードし、必要事項を記入・押印の上、参加料振込明細書を添え、各

県で取りまとめ、下記まで申し込むこと。 

※ＦＡＸでの申し込みは受け付けない。 

※郵送と同時に副を Excel データーにて下記アドレスに送信すること。 

(正 送付先) 

〒８９０－０００６ 鹿児島県鹿児島市若葉町３３－５ 

濱田 孝二 気付 

鹿児島県バドミントン協会 小学校部会 宛 

(副 送信先) 

メールアドレス k_hamada_s@sky.plala.or.jp 濱田 孝二 

15. 納入方法 参加料の納入は下記申し込み締切日までに次の口座に振り込むこと。 

振込先口座 鹿児島銀行 上町支店 普通預金 

口座番号 ４６５４５０ 

鹿児島県バドミントン協会 小学生大会 住吉
すみよし

紘
こう

太郎
た ろ う

 

16. 申込締切 令和３年９月１３日(月)必着 

17. 表 彰 各種目とも３位まで表彰し、賞状とメダルを授与する。３位は２名(組)



とする。 

18. 宿泊申込 宿泊は事務局指定旅行業者を御利用ください。 

19. 服 装 競技時の服装及びシューズは、(公財)日本バドミントン協会審査合格品

とする。また、上衣の背面には、県名、氏名(フルネーム)の入ったゼッ

ケンを付けること。 

 

ゼッケンサイズ 縦１５～２０ｃｍ×横２５ｃｍ 

 

なお、文字列の大きさは(公財)日本バドミントン協会大会運営規定第

２４条を適用する。(高さ６ｃｍから１０ｃｍ) 

20. そ の 他 （１） 参加申し込み後の変更は認めない。また、不参加の場合でも参

加料の返納はしない。 

（２） 組み合わせは九州小学生連盟組み合せ基準に準じて、主管者に

て行う。 

（３） 参加者は、スポーツ障害保険に加入し、健康保険証を持参する

こと。 

（４） 競技中の疾病・傷害について、主催者は応急処置のみ行う。 

（５） 不明な点等の連絡先（各県同大会代表者からメールにて受け付

けます。） 

鹿児島県バドミントン協会 小学校部会 濱田 孝二 

メールアドレス k_hamada_s@sky.plala.or.jp  

鹿児島県 

鹿児島 太郎 



・ 10/22（金）は、地下駐車場をご利用ください。

・ 両日ともに各県別の座席指定を行いますので、開場時間に合わせてお越しください。

・・・・ 臨時駐車場

　朝の駐車場入庫は混雑されますので、矢印のとおりに並んで順番に

　入庫してくださるようお願いします。

・ 臨時駐車場が満杯になりましたら地下駐車場（有料１回３００円）をご利用ください。

地下駐車場 前日準備のために関係者以外は入館できません。

臨時駐車場 : ７時00分開場

地下駐車場 : ７時30分開場

アリーナ : ８時00分開場

臨時駐車場 : ７時00分開場

地下駐車場 : ７時30分開場

アリーナ : ８時00分開場

　高速道路
　鹿児島北インター

甲
役員専用 国
駐車場 突 道

3
大型バス 川 号
（マイクロ）

専用駐車場

出入り口出入り口出入り口出入り口

地下駐車場地下駐車場地下駐車場地下駐車場
入り口（有料）入り口（有料）入り口（有料）入り口（有料）

　地
　下
　駐
　車 市
　場 街

　　　　　　地下駐車場行き　　　　　　地下駐車場行き　　　　　　地下駐車場行き　　　　　　地下駐車場行き 　並 地
　順

10月２2日（金）

10月２3日（土）

10月２4日（日）

メーンアリーナ

タイヨー

(スーパーマーケット）

公園

路線バス通路 ⇒

鶴尾橋　

⇚ ⇚ ⇚ ⇚ 橋から直進による地下駐車場進入は、不可橋から直進による地下駐車場進入は、不可橋から直進による地下駐車場進入は、不可橋から直進による地下駐車場進入は、不可

民間有料駐車場

60分　100円60分　100円60分　100円60分　100円

植村病院
ガードマン常駐ガードマン常駐ガードマン常駐ガードマン常駐

駐車場案内駐車場案内駐車場案内駐車場案内

進
入
禁
止

サブ

アリーナ

バドミントン関係者バドミントン関係者バドミントン関係者バドミントン関係者
専用臨時駐車場専用臨時駐車場専用臨時駐車場専用臨時駐車場

7：00開場7：00開場7：00開場7：00開場

　　入口　　入口　　入口　　入口



受付・入館方法説明受付・入館方法説明受付・入館方法説明受付・入館方法説明 （10/4変更更新）

概略手順

各入口で各入口で各入口で各入口で

①　受付

メインアリーナエントランスホールにて健康確認シートを団体・個人代表者1、2名により受付に提出・人数確認。

選手は、IDカードのみ、コーチはリストバンドとIDの両方着用、応援者はリストバンドのみ.選手は、IDカードのみ、コーチはリストバンドとIDの両方着用、応援者はリストバンドのみ.選手は、IDカードのみ、コーチはリストバンドとIDの両方着用、応援者はリストバンドのみ.選手は、IDカードのみ、コーチはリストバンドとIDの両方着用、応援者はリストバンドのみ.

②・③　人数確認 メインアリーナ サブアリーナ

確認された人数分のID・リストバンド（色別）を貸与。

リストバンドを館外にて該当者に配布

IDを館外にて該当者に配布 検温・消毒・入館

④　ID・リストバンド装着

渡されたID・リストバンドを館外にて装着。

ID・リストバンド貸与 大会役員入口

⑤　館内へ入場

ID・リストバンド装着・マスクの確認後入館。

⑥　入館

IDまたは、リストバンドを装着された方のみとします。

各入口で検温・消毒

⑦　退館

予定の試合を終了した方々は、速やかに退館しリストバンドは破棄してください。

予定試合終了のIDは、返却箱へ。二日目まで必要な方は、最終日に返却箱にへお返しください。

大会役員の方は、2日目もそのままお使い頂き最終日に返却箱にへお返しください。

⑧　大会２日目について

①から⑥と同じ方法とします。

10/24は、2日目関係者（コーチ・選手・応援者）のみとし、それ以外の方の入館はできません。

コーチ・選手・応援者に健康確認シート確認後ID・リストバンドを貸与します。

試合終了後のIDは、返却箱へお返しください。

人数制限表人数制限表人数制限表人数制限表 健康確認シートに記載できる人数は、以下の通りとします。

10/23（土）は、各団体・個人の男女別の人数とします。10/24（日）は、各団体・個人の男女選手の合計人数とします。

幼児は、1名としてカウントします。

大会役員は、上記割合に含めません。

選手人数（N) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

保護者 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12

線審手伝い（成人であること） 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3

コーチ 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6

・　10/23　男子入場予定 リストバンド●●色 ①から⑥の方法で指定された時間帯に受付・入館

鹿児島県・宮崎県 受付後、

熊本県・佐賀県 ID・リストバンド装着・マスク確認後、検温・消毒を行い随時入館可能。

大分県・長崎県

福岡県・沖縄県

・　10/23　女子入場予定 リストバンド●●色 ①から⑥の方法で指定された時間帯に受付・入館

鹿児島県・宮崎県 受付後、

熊本県・佐賀県 ID・リストバンド装着・マスク確認後、検温・消毒を行い随時入館可能。

大分県・長崎県

福岡県・沖縄県

・　10/24　男女同時入場予定 リストバンド●●色 ①から⑥の方法で指定された時間帯に受付・入館

鹿児島県・宮崎県 受付後、

熊本県・佐賀県 ID・リストバンド装着・マスク確認後、検温・消毒を行い随時入館可能。

大分県・長崎県

福岡県・沖縄県

＊ 大会開催・感染症対策の為に必ずお守りください。

エントランスホール

検温・消毒・入館

健康確認シート記入

装着　⇒　装着　⇒　装着　⇒　装着　⇒　

④④④④

割合 人数早見表

100% N

選手数の80% N×0.8＝

選手数の40% N×0.4＝

選手数の20%

8:00

8:15

8:30

8:45

提出者（1，2名）

関係者は、館外にて待機。

健康確認シート 受付・ID貸与

8:00

8:15

8:30

8:45

12:00

12:15

12:30

12:45

⑤⑤⑤⑤ ⑥⑥⑥⑥

ID・リストバンド確認　⇒　ID・リストバンド確認　⇒　ID・リストバンド確認　⇒　ID・リストバンド確認　⇒　
検温・消毒・入館検温・消毒・入館検温・消毒・入館検温・消毒・入館

N×0.2＝

＊　メイン・サブの同時進行により上記割合以上のアドバイザーが必要な場合は、該当の試合番号を受付で申し出てください。確認後調整致します。

ID・リストバンドを館外にて装着・入館

①①①①

受付　⇒　受付　⇒　受付　⇒　受付　⇒　 人数確認　⇒　人数確認　⇒　人数確認　⇒　人数確認　⇒　

②②②②

ID・リストバンド貸与　⇒　ID・リストバンド貸与　⇒　ID・リストバンド貸与　⇒　ID・リストバンド貸与　⇒　

③③③③



8：45

8：30

8：15

8：00

8：45

8：30

8：15

8：00

12：45

12：15

12：30

12：00

WCWC

メ インアリーナ

入
口 入

口

１階喫煙所

２階喫煙所

サブアリーナ

２階喫煙所

15

17

18
2階入口

このトイレの利用を控えてください。
10/23日　別団体利用のため

締切

ホール
エントランス

事務所

会議室

シャワー室
更衣室

トレーニング室
選手控え室
審判控え室

入口

出口

入口

連絡通路

階段

地下駐車場
出入口

締
切

入
口

WC WC

入
口

WC

締
切

WC

WC

WC

WC

WC

WC
控室3

WC

控室2

控室1

別団体利用
10/23

全景図

入場制限予定表

10/23（土）

男子

男女

10/24（日）

10/23（土）

女子

入口

警備員常駐

警備員常駐

大会役員

専用駐車場

7：00開場

警備員常駐 屋外駐車場 7：00開場

２階の入口は、締切

応援席は、２階

10/23-24利用

10/23のみ利用

123456

789101112

13

14

16

大会役員待機所

バドミントン関係者専用駐車場

大型バス駐車場

本

行
進
部

会
場
入
口

選手・アドバイザー・応援者待機所

地下駐車場

有料（1日 300円）

全県選手利用可（台数制限あり）

7：30開場

地
下

駐
車

場
入

口

南

北
入口

入口

福岡県

大分県

熊本県

鹿児島県 宮崎県

佐賀県

長崎県

沖縄県

福岡県

大分県

熊本県

鹿児島県 宮崎県

佐賀県

長崎県

沖縄県

福岡県

大分県

熊本県
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会場説明図
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別団体利用
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競技・審判・一般上の注意 

1. コートへの入場について 

(1) 選手はコールをされたらコートに直接集合してください。 

(2) 外靴の靴箱はありません。各自でビニール袋等に入れて管理されるようお願いいたします。 

 

2. 公式練習及び練習コートについて 

(1) 公式練習はありません。 

(2) 大会当日の最初の試合に限り３分間の練習時間を設けます。ダブルスはパートナーとシングルス

は対戦相手と練習を行ってください。シャトルは各自の持ち寄りとします。 

 

3. 競技方法について 

(1) 全てトーナメント戦で行います。3 位決定戦を行います。 

(2) 1 ゲーム 21 点で 2 ゲーム先取の 3 ゲームマッチとします。 

(3) 延長は、2 点差がつくまで、最大 30 点までとします。 

(4) インターバルはゲーム途中（11 点）では 60 秒を超えないこと、ゲームとゲームの間は 120 秒を超

えないこととします。 

(5) 試合前のトス、試合前後の挨拶等はショートサービスライン上で行うこととします。握手はしないで

ください。 

(6) 試合中は、ID を外してください。 

(7) 試合が連続して行われる場合は 10 分以上の時間をおいて行うこととします。 

(8) 準決勝戦、決勝戦、3 位決定戦については時間調整を行うことがありますのでご了承ください。 

 

4. 審判について 

(1) 主審・線審・得点表示は大会本部が行います。 

5. コーチについて 

(1) 選手 1 名（組）に１名以内のコ－チを認めます。（コーチ登録者とします） 

(2) 必ずＩＤを着用してください。 

 

6. 応援について 

(1) 応援席は予め県別に観客席の位置を指定してありますのでそのエリアに着席をお願いします。そ

れ以外の部分での応援等は認めません。 

(2) 応援者は、指定の色のリストバンドを必ず装着してください。別な色での別種目の時間帯に館内

への滞在はできません。一日目のリストバンドは、二日目は使えませんので一日目のお帰りの際

に破棄してください。 

(3) 席を移動しての応援は決してしないでください。館内の全員が対象です。 

(4) 声を出しての応援をしないでください。 

(5) サブアリーナの応援については出場する選手の応援者のみ二階の応援席に入ることを認めま

す。 

(6) カメラ撮影をする場合は、試合開始時にカメラをセットし、試合中は席に戻り、試合終了後にカメラ

を回収して席に戻るようにしてください。カメラ撮影のために密にならないように配慮をお願いしま

す。 

 

7. 途中経過の掲示について 

(1) コロナ対策の為、3 密になりやすい途中経過表示板の設置を行いません。 



(2) スマホ、PC 等で確認できるように掲載いたします。大会表紙の QR コードか鹿児島県バドミントン

協会の特設サイトの最下段から途中経過をご覧いただけます。 

(3) ライブ配信を行います。視聴方法は、後日の連絡とします。 

 

8. 全国大会について 

(1) 各クラスの 1 位～4 位までの選手は、令和 3 年 12 月 25 日～26 日に行われる『日本小学生バド

ミントン選手権大会 福島県郡山市』に出場することが出来ます。大会の詳細につきましては日本

小学生バドミントン連盟のサイトをご確認ください。 

(2) 出場申込みは、各県で行うようお願いいたします。 

 

9. 施設の利用等について 

(1) マナーを守って体育館を利用してください。 

(2) フロア内での喫煙、飲食はすべて禁止されています。所定の場所で行ってください。 

(3) 可動席での飲食は、禁止されていますので 2 階の固定席にて間隔を十分保って昼食をお取りく

ださい。 

(4) 館内は清潔にして、紙屑、弁当等散らさないようにしてください。 

(5) ゴミは必ず持ち帰るようにしてください。館内のゴミ箱は使用しないでください。 

(6) 貴重品・持ち物の管理は各自の責任で盗難防止などに注意してください。 

 

10. その他 

(1) 選手はスポ－ツ傷害保険に加入しておいてください。（事故の時大会本部は応急処置のみとしま

す） 

(2) 試合前、試合後の、選手・コーチは、備え付けの消毒セットで、必ず消毒を行ってください。 



予定 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 予定 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818

8:00 男子入場予定男子入場予定男子入場予定男子入場予定 鹿児島県・宮崎県鹿児島県・宮崎県鹿児島県・宮崎県鹿児島県・宮崎県

8:15 熊本県・佐賀県熊本県・佐賀県熊本県・佐賀県熊本県・佐賀県

8:30 大分県・長崎県大分県・長崎県大分県・長崎県大分県・長崎県

8:45 福岡県・沖縄県福岡県・沖縄県福岡県・沖縄県福岡県・沖縄県

9:00 9:00

9:30 6BD 6BD 6BD 6BD 6BD 6BD 6BD 6BD 6BD 6BD 6BD 6BD 9:30 5BS 5BS 5BS 5BS 5BS 5BS

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -1 -2 -3 -4 -5 -6

6BD 6BD 6BD 6BD 6BS 6BS 6BS 6BS 6BS 6BS 6BS 6BS 5BS 5BS 5BS 5BS 5BS 5BS

-13 -14 -15 -16 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -7 -8 -9 -10 -11 -12

10:30 6BS 6BS 6BS 6BS 6BS 6BS 6BS 6BS 5BD 5BD 5BD 5BD 10:30 5BS 5BS 5BS 5BS 4BS 4BS

-9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -1 -2 -3 -4 -13 -14 -15 -16 -1 -2

5BD 5BD 5BD 5BD 5BD 5BD 5BD 5BD 5BD 5BD 5BD 5BD 4BS 4BS 4BS 4BS 4BS 4BS

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -3 -4 -5 -6 -7 -8

11:30 4BD 4BD 4BD 4BD 4BD 4BD 4BD 4BD 4BD 4BD 4BD 4BD 11:30 4BS 4BS 4BS 4BS 4BS 4BS

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -9 -10 -11 -12 -13 -14

4BD 4BD 4BD 4BD 6BD 6BD 6BD 6BD 6BD 6BD 6BD 6BD 4BS 4BS 5BS 5BS 5BS 5BS

-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -15 -16 -17 -18 -19 -20

12:00 女子入場予定女子入場予定女子入場予定女子入場予定 鹿児島県・宮崎県鹿児島県・宮崎県鹿児島県・宮崎県鹿児島県・宮崎県

12:15 熊本県・佐賀県熊本県・佐賀県熊本県・佐賀県熊本県・佐賀県

12:30 大分県・長崎県大分県・長崎県大分県・長崎県大分県・長崎県

12:45 福岡県・沖縄県福岡県・沖縄県福岡県・沖縄県福岡県・沖縄県

12:30 6BS 6BS 6BS 6BS 6BS 6BS 6BS 6BS 5BD 5BD 5BD 5BD 12:30 5BS 5BS 5BS 5BS 4BS 4BS

-17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -17 -18

5BD 5BD 5BD 5BD 4BD 4BD 4BD 4BD 4BD 4BD 4BD 4BD 4BS 4BS 4BS 4BS 4BS 4BS

-21 -22 -23 -24 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -19 -20 -21 -22 -23 -24

13:30 6GD 6GD 6GD 6GD 6GD 6GD 6GD 6GD 6GD 6GD 6GD 6GD 13:30 5GS 5GS 5GS 5GS 5GS 5GS

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -1 -2 -3 -4 -5 -6

6GD 6GD 6GD 6GD 6GS 6GS 6GS 6GS 6GS 6GS 6GS 6GS 5GS 5GS 5GS 5GS 5GS 5GS

-13 -14 -15 -16 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -7 -8 -9 -10 -11 -12

14:30 6GS 6GS 6GS 6GS 6GS 6GS 6GS 6GS 5GD 5GD 5GD 5GD 14:30 5GS 5GS 5GS 5GS 4GS 4GS

-9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -1 -2 -3 -4 -13 -14 -15 -16 -1 -2

5GD 5GD 5GD 5GD 5GD 5GD 5GD 5GD 5GD 5GD 5GD 5GD 4GS 4GS 4GS 4GS 4GS 4GS

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -3 -4 -5 -6 -7 -8

15:30 4GD 4GD 4GD 4GD 4GD 4GD 4GD 4GD 4GD 4GD 4GD 4GD 15:30 4GS 4GS 4GS 4GS 4GS 4GS

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -9 -10 -11 -12 -13 -14

4GD 4GD 4GD 4GD 6GD 6GD 6GD 6GD 6GD 6GD 6GD 6GD 4GS 4GS 5GS 5GS 5GS 5GS

-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -15 -16 -17 -18 -19 -20

16:30 6GS 6GS 6GS 6GS 6GS 6GS 6GS 6GS 5GD 5GD 5GD 5GD 16:30 5GS 5GS 5GS 5GS 4GS 4GS

-17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -17 -18

5GD 5GD 5GD 5GD 4GD 4GD 4GD 4GD 4GD 4GD 4GD 4GD 4GS 4GS 4GS 4GS 4GS 4GS

-21 -22 -23 -24 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -19 -20 -21 -22 -23 -24

17:30 17:30

☆注意事項

　①　当日の最初の試合に限り３分間の練習時間を設けます。シングルスは対戦相手とダブルスはパートナーと練習を行ってください。

　　　シャトルは各自で持ち寄りとします。

　②　試合は横流しで行います。2巡目以降は空いたコートから入れていきますので、コールに注意してください。

　③　試合が連続して行われる場合は10分以上の時間をおいて行うこととします。

　④　準決勝、決勝戦、３位決定戦については時間調整を行うことがありますのでご了承ください。

　⑤　棄権などのお知らせは9時15分前後と12時45分前後に行う予定です。

　⑥　「競技・審判・一般上の注意」をお読みください。 ⑦　一日目の男子の試合終了後を目途に換気を行います。

館内放送による諸連絡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　　内　　換　　気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メインアリーナにて諸連絡館内放送による諸連絡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　　内　　換　　気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メインアリーナにて諸連絡館内放送による諸連絡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　　内　　換　　気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メインアリーナにて諸連絡館内放送による諸連絡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　　内　　換　　気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メインアリーナにて諸連絡

10/23（土）　タイムテーブル10/23（土）　タイムテーブル10/23（土）　タイムテーブル10/23（土）　タイムテーブル

館内放送による開会式 ・諸連絡館内放送による開会式 ・諸連絡館内放送による開会式 ・諸連絡館内放送による開会式 ・諸連絡 メインアリーナにて開会式・諸連絡メインアリーナにて開会式・諸連絡メインアリーナにて開会式・諸連絡メインアリーナにて開会式・諸連絡

メインアリーナメインアリーナメインアリーナメインアリーナ サブアリーナサブアリーナサブアリーナサブアリーナ



予定 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

8:00 入場予定入場予定入場予定入場予定 鹿児島県・宮崎県鹿児島県・宮崎県鹿児島県・宮崎県鹿児島県・宮崎県

8:15 熊本県・佐賀県熊本県・佐賀県熊本県・佐賀県熊本県・佐賀県

8:30 大分県・長崎県大分県・長崎県大分県・長崎県大分県・長崎県

8:45 福岡県・沖縄県福岡県・沖縄県福岡県・沖縄県福岡県・沖縄県

9:00

9:30 6BD 6BD 6BD 6BD 6GD 6GD 6GD 6GD 6BS 6BS 6BS 6BS

-25 -26 -27 -28 -25 -26 -27 -28 -25 -26 -27 -28

6GS 6GS 6GS 6GS 5BD 5BD 5BD 5BD 5GD 5GD 5GD 5GD

-25 -26 -27 -28 -25 -26 -27 -28 -25 -26 -27 -28

10:30 5BS 5BS 5BS 5BS 5GS 5GS 5GS 5GS 4BD 4BD 4BD 4BD

-25 -26 -27 -28 -25 -26 -27 -28 -25 -26 -27 -28

4GD 4GD 4GD 4GD 4BS 4BS 4BS 4BS 4GS 4GS 4GS 4GS

-25 -26 -27 -28 -25 -26 -27 -28 -25 -26 -27 -28

11:30 6BD 6BD 6GD 6GD 6BS 6BS 6GS 6GS 5BD 5BD 5GD 5GD

-29 -30 -29 -30 -29 -30 -29 -30 -29 -30 -29 -30

5BS 5BS 5GS 5GS 4BD 4BD 4GD 4GD 4BS 4BS 4GS 4GS

-29 -30 -29 -30 -29 -30 -29 -30 -29 -30 -29 -30

12:30 6BD 6BD 6GD 6GD 6BS 6BS 6GS 6GS 5BD 5BD 5GD 5GD

決勝 三決 決勝 三決 決勝 三決 決勝 三決 決勝 三決 決勝 三決

5BS 5BS 5GS 5GS 4BD 4BD 4GD 4GD 4BS 4BS 4GS 4GS

決勝 三決 決勝 三決 決勝 三決 決勝 三決 決勝 三決 決勝 三決

13:30

☆注意事項

　①　当日の最初の試合に限り３分間の練習時間を設けます。シングルスは対戦相手とダブルスはパートナーと練習を行ってください。

　　　シャトルは各自で持ち寄りとします。

　②　試合は横流しで行います。2巡目以降は空いたコートから入れていきますので、コールに注意してください。

　③　試合が連続して行われる場合は10分以上の時間をおいて行うこととします。

　④　準決勝、決勝戦、３位決定戦については時間調整を行うことがありますのでご了承ください。

　⑤　棄権などのお知らせは9時15分前後と12時45分前後に行う予定です。

　⑥　「競技・審判・一般上の注意」をお読みください。

　

閉会式・表彰式閉会式・表彰式閉会式・表彰式閉会式・表彰式

館内放送による諸連絡館内放送による諸連絡館内放送による諸連絡館内放送による諸連絡

メインアリーナメインアリーナメインアリーナメインアリーナ

10/24（日）　タイムテーブル10/24（日）　タイムテーブル10/24（日）　タイムテーブル10/24（日）　タイムテーブル



國國國國 分分分分 蓮蓮蓮蓮 夢夢夢夢 川川川川 野野野野 逞逞逞逞

(足立クラブ)(足立クラブ)(足立クラブ)(足立クラブ) (岩下クラブ)(岩下クラブ)(岩下クラブ)(岩下クラブ)

今今今今 村村村村 龍龍龍龍 翔翔翔翔 瑞瑞瑞瑞 慶慶慶慶 山山山山 大大大大 和和和和

(三股バードウイング)(三股バードウイング)(三股バードウイング)(三股バードウイング) (恩納シャトル)(恩納シャトル)(恩納シャトル)(恩納シャトル)

角角角角 中中中中 聖聖聖聖 央央央央 平平平平 塚塚塚塚 照照照照 悠悠悠悠

(ＷＩＮＮＥＲ)(ＷＩＮＮＥＲ)(ＷＩＮＮＥＲ)(ＷＩＮＮＥＲ) (フレームクラブ)(フレームクラブ)(フレームクラブ)(フレームクラブ)

宮宮宮宮 野野野野 諒諒諒諒 倉倉倉倉 掛掛掛掛 光光光光 輝輝輝輝 士士士士

(大明丘少年団)(大明丘少年団)(大明丘少年団)(大明丘少年団) (嬉野ジュニア)(嬉野ジュニア)(嬉野ジュニア)(嬉野ジュニア)

佐佐佐佐 久久久久 川川川川 颯颯颯颯 住住住住 吉吉吉吉 蓮蓮蓮蓮 史史史史

(宮里バドミントンクラブ)(宮里バドミントンクラブ)(宮里バドミントンクラブ)(宮里バドミントンクラブ) (伊敷少年団)(伊敷少年団)(伊敷少年団)(伊敷少年団)

奥奥奥奥 村村村村 美美美美 凪凪凪凪 斗斗斗斗 波波波波 多多多多 江江江江 美美美美 翔翔翔翔

(加津佐Jr)(加津佐Jr)(加津佐Jr)(加津佐Jr) (あたごBC)(あたごBC)(あたごBC)(あたごBC)

岩岩岩岩 田田田田 賢賢賢賢 信信信信 飯飯飯飯 倉倉倉倉 一一一一 翔翔翔翔

(宇佐ジュニア)(宇佐ジュニア)(宇佐ジュニア)(宇佐ジュニア) (稙田ジュニア)(稙田ジュニア)(稙田ジュニア)(稙田ジュニア)

北北北北 島島島島 拓拓拓拓 実実実実 松松松松 尾尾尾尾 俊俊俊俊 翔翔翔翔

(多久スポーツピア)(多久スポーツピア)(多久スポーツピア)(多久スポーツピア) (三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)(三宅ジュニア)

森森森森 下下下下 遼遼遼遼 太太太太 郎郎郎郎 町町町町 田田田田 湧湧湧湧 心心心心

(T&M)(T&M)(T&M)(T&M) (ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)

吉吉吉吉 田田田田 蓮蓮蓮蓮 清清清清 時時時時 松松松松 璃璃璃璃 空空空空

(南少年団)(南少年団)(南少年団)(南少年団) (おぐにジュニア)(おぐにジュニア)(おぐにジュニア)(おぐにジュニア)

町町町町 田田田田 清清清清 介介介介 井井井井 上上上上 睦睦睦睦 也也也也

(宮里バドミントンクラブ)(宮里バドミントンクラブ)(宮里バドミントンクラブ)(宮里バドミントンクラブ) (唐津ジュニア)(唐津ジュニア)(唐津ジュニア)(唐津ジュニア)

岡岡岡岡 本本本本 拓拓拓拓 磨磨磨磨 新新新新 垣垣垣垣 輝輝輝輝 希希希希

(岩下クラブ)(岩下クラブ)(岩下クラブ)(岩下クラブ) (那覇ジュニアＢＣ)(那覇ジュニアＢＣ)(那覇ジュニアＢＣ)(那覇ジュニアＢＣ)

池池池池 永永永永 蒼蒼蒼蒼 真真真真 松松松松 田田田田 宙宙宙宙 大大大大

(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール) (三股バードウイング)(三股バードウイング)(三股バードウイング)(三股バードウイング)

黒黒黒黒 田田田田 真真真真 司司司司 諏諏諏諏 訪訪訪訪 光光光光 命命命命

(小松台ホワイトジュニア)(小松台ホワイトジュニア)(小松台ホワイトジュニア)(小松台ホワイトジュニア) (ＲＫＲ)(ＲＫＲ)(ＲＫＲ)(ＲＫＲ)

市市市市 丸丸丸丸 禅禅禅禅 宮宮宮宮 崎崎崎崎 功功功功 汰汰汰汰

(なかよし)(なかよし)(なかよし)(なかよし) (別府ジュニア)(別府ジュニア)(別府ジュニア)(別府ジュニア)

井井井井 川川川川 和和和和 真真真真 仁仁仁仁 科科科科 源源源源 太太太太

(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア) (能古ジュニア)(能古ジュニア)(能古ジュニア)(能古ジュニア)

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

17171717 21212121

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

6年生以下男子シングルス（6BS)6年生以下男子シングルス（6BS)6年生以下男子シングルス（6BS)6年生以下男子シングルス（6BS)

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県) (熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

25252525

2222 10101010

27272727

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

5555 13131313

4444 12121212

3333 11111111

18181818 22222222

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

1111 9999

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

29292929 30303030
31313131

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

20202020 24242424

19191919 23232323

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

6666 14141414

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

15151515

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

8888 16161616

7777

26262626 28282828

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦
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黒黒黒黒 木木木木 響響響響 斗斗斗斗 和和和和 田田田田 森森森森 翔翔翔翔 心心心心

(都城スマッシュ)(都城スマッシュ)(都城スマッシュ)(都城スマッシュ) (ひびきジュニア)(ひびきジュニア)(ひびきジュニア)(ひびきジュニア)

角角角角 中中中中 琉琉琉琉 央央央央 盛盛盛盛 田田田田 来来来来 夢夢夢夢

(ＷＩＮＮＥＲ)(ＷＩＮＮＥＲ)(ＷＩＮＮＥＲ)(ＷＩＮＮＥＲ) (都城スマッシュ)(都城スマッシュ)(都城スマッシュ)(都城スマッシュ)

前前前前 山山山山 竜竜竜竜 之之之之 介介介介 伊伊伊伊 藤藤藤藤 銀銀銀銀

(川上ジュニア)(川上ジュニア)(川上ジュニア)(川上ジュニア) (チャンピオン)(チャンピオン)(チャンピオン)(チャンピオン)

川川川川 畑畑畑畑 晴晴晴晴 幹幹幹幹 左左左左 村村村村 希希希希 之之之之 助助助助

(坂元台少年団)(坂元台少年団)(坂元台少年団)(坂元台少年団) (ＳＪひた)(ＳＪひた)(ＳＪひた)(ＳＪひた)

松松松松 尾尾尾尾 奏奏奏奏 風風風風 天天天天 願願願願 博博博博 仁仁仁仁

(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール) (越来ドリームズ)(越来ドリームズ)(越来ドリームズ)(越来ドリームズ)

多多多多 和和和和 田田田田 真真真真 理理理理 本本本本 白白白白 水水水水 悠悠悠悠 太太太太

(宜野湾ジュニア)(宜野湾ジュニア)(宜野湾ジュニア)(宜野湾ジュニア) (グッドウェーブ)(グッドウェーブ)(グッドウェーブ)(グッドウェーブ)

加加加加 藤藤藤藤 稜稜稜稜 貴貴貴貴 深深深深 川川川川 清清清清 志志志志 郎郎郎郎

(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ) (鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)

篠篠篠篠 原原原原 諒諒諒諒 成成成成 山山山山 村村村村 隆隆隆隆 清清清清

(ドリームＪＢＣ)(ドリームＪＢＣ)(ドリームＪＢＣ)(ドリームＪＢＣ) (南阿蘇ジュニア)(南阿蘇ジュニア)(南阿蘇ジュニア)(南阿蘇ジュニア)

三三三三 戸戸戸戸 蒼蒼蒼蒼 詞詞詞詞 溝溝溝溝 口口口口 蓮蓮蓮蓮

(ＳＫＹ)(ＳＫＹ)(ＳＫＹ)(ＳＫＹ) (ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)

詫詫詫詫 間間間間 信信信信 之之之之 介介介介 赤赤赤赤 井井井井 田田田田 惇惇惇惇 詠詠詠詠

(臼杵南ジュニア)(臼杵南ジュニア)(臼杵南ジュニア)(臼杵南ジュニア) (八幡西ジュニア)(八幡西ジュニア)(八幡西ジュニア)(八幡西ジュニア)

空空空空 閑閑閑閑 颯颯颯颯 輔輔輔輔 柳柳柳柳 幸幸幸幸 太太太太 郎郎郎郎

(ARROWS)(ARROWS)(ARROWS)(ARROWS) (北部ジュニア)(北部ジュニア)(北部ジュニア)(北部ジュニア)

内内内内 間間間間 大大大大 貴貴貴貴 徳徳徳徳 富富富富 千千千千 謙謙謙謙

(南城ジュニア)(南城ジュニア)(南城ジュニア)(南城ジュニア) (岩松Ｂ．Ｃ)(岩松Ｂ．Ｃ)(岩松Ｂ．Ｃ)(岩松Ｂ．Ｃ)

岡岡岡岡 部部部部 隼隼隼隼 藤藤藤藤 田田田田 晏晏晏晏 仙仙仙仙

(KARAKAL.JBT)(KARAKAL.JBT)(KARAKAL.JBT)(KARAKAL.JBT) (藤田研究所)(藤田研究所)(藤田研究所)(藤田研究所)

蛯蛯蛯蛯 原原原原 心心心心 之之之之 介介介介 牧牧牧牧 大大大大 地地地地

(西池ジュニア)(西池ジュニア)(西池ジュニア)(西池ジュニア) (ＢＣ春日)(ＢＣ春日)(ＢＣ春日)(ＢＣ春日)

堂堂堂堂 地地地地 健健健健 斗斗斗斗 新新新新 垣垣垣垣 偉偉偉偉 月月月月

(大明丘少年団)(大明丘少年団)(大明丘少年団)(大明丘少年団) (泡瀬ジュニア)(泡瀬ジュニア)(泡瀬ジュニア)(泡瀬ジュニア)

中中中中 田田田田 健健健健 琉琉琉琉 石石石石 原原原原 達達達達 希希希希

(佐賀サンライズ)(佐賀サンライズ)(佐賀サンライズ)(佐賀サンライズ) (川内ジュニア)(川内ジュニア)(川内ジュニア)(川内ジュニア)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県) (佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

26262626 28282828

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県) (宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

20202020 24242424

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

8888 16161616

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

14141414

25252525 27272727

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

7777 15151515

5年生以下男子シングルス（5BS)5年生以下男子シングルス（5BS)5年生以下男子シングルス（5BS)5年生以下男子シングルス（5BS)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県) (福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県) (沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

3333 11111111

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

18181818

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

2222 10101010

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

30303030

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

22222222

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

6666

1111 9999

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

17171717 21212121

31313131

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

5555 13131313

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

19191919 23232323

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

4444 12121212

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

29292929

三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦
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串串串串 間間間間 太太太太 政政政政 田田田田 畑畑畑畑 旬旬旬旬

(UNAID宮崎)(UNAID宮崎)(UNAID宮崎)(UNAID宮崎) (足立クラブ)(足立クラブ)(足立クラブ)(足立クラブ)

古古古古 川川川川 陽陽陽陽 之之之之 丞丞丞丞 長長長長 戸戸戸戸 七七七七 樹樹樹樹

(大明丘少年団)(大明丘少年団)(大明丘少年団)(大明丘少年団) (佐賀ジュニア)(佐賀ジュニア)(佐賀ジュニア)(佐賀ジュニア)

三三三三 上上上上 真真真真 央央央央 吉吉吉吉 川川川川 蒼蒼蒼蒼 真真真真

(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア) (Polaris)(Polaris)(Polaris)(Polaris)

木木木木 下下下下 煌煌煌煌 哉哉哉哉 松松松松 田田田田 涼涼涼涼 佑佑佑佑

(なかよし)(なかよし)(なかよし)(なかよし) (彩橋シャトル)(彩橋シャトル)(彩橋シャトル)(彩橋シャトル)

丸丸丸丸 塚塚塚塚 浩浩浩浩 真真真真 武武武武 藤藤藤藤 郁郁郁郁 大大大大

(八代ジュニア)(八代ジュニア)(八代ジュニア)(八代ジュニア) (ＢＣ春日)(ＢＣ春日)(ＢＣ春日)(ＢＣ春日)

向向向向 井井井井 朔朔朔朔 本本本本 山山山山 桜桜桜桜 大大大大

(那覇ジュニアＢＣ)(那覇ジュニアＢＣ)(那覇ジュニアＢＣ)(那覇ジュニアＢＣ) (タマナジュニア)(タマナジュニア)(タマナジュニア)(タマナジュニア)

菅菅菅菅 原原原原 岳岳岳岳 古古古古 賀賀賀賀 稜稜稜稜 大大大大

(明野ジュニア)(明野ジュニア)(明野ジュニア)(明野ジュニア) (UNAID宮崎)(UNAID宮崎)(UNAID宮崎)(UNAID宮崎)

村村村村 本本本本 捷捷捷捷 馬馬馬馬 丸丸丸丸 田田田田 創創創創 介介介介

(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ) (姶良ジュニア)(姶良ジュニア)(姶良ジュニア)(姶良ジュニア)

御御御御 手手手手 洗洗洗洗 希希希希 星星星星 角角角角 遥遥遥遥 稀稀稀稀

(高尾山ファミリー)(高尾山ファミリー)(高尾山ファミリー)(高尾山ファミリー) (嬉野ジュニア)(嬉野ジュニア)(嬉野ジュニア)(嬉野ジュニア)

末末末末 長長長長 蓮蓮蓮蓮 之之之之 介介介介 松松松松 田田田田 昴昴昴昴

(Y・Hジュニア)(Y・Hジュニア)(Y・Hジュニア)(Y・Hジュニア) (南城ジュニア)(南城ジュニア)(南城ジュニア)(南城ジュニア)

原原原原 口口口口 凜凜凜凜 久久久久 下下下下 堂堂堂堂 薗薗薗薗 侑侑侑侑 士士士士

(しおみキャッツ)(しおみキャッツ)(しおみキャッツ)(しおみキャッツ) (伊集院少年団)(伊集院少年団)(伊集院少年団)(伊集院少年団)

古古古古 野野野野 峻峻峻峻 德德德德 大大大大 石石石石 歩歩歩歩

(若竹クラブ)(若竹クラブ)(若竹クラブ)(若竹クラブ) (Axis)(Axis)(Axis)(Axis)

池池池池 田田田田 隼隼隼隼 人人人人 長長長長 谷谷谷谷 叶叶叶叶 夢夢夢夢

(吉野東少年団)(吉野東少年団)(吉野東少年団)(吉野東少年団) (西池ジュニア)(西池ジュニア)(西池ジュニア)(西池ジュニア)

重重重重 富富富富 勇勇勇勇 人人人人 石石石石 井井井井 晴晴晴晴 誠誠誠誠

(佐賀ジュニア)(佐賀ジュニア)(佐賀ジュニア)(佐賀ジュニア) (大在ジュニア)(大在ジュニア)(大在ジュニア)(大在ジュニア)

坂坂坂坂 本本本本 一一一一 真真真真 田田田田 川川川川 結結結結 都都都都

(八代ジュニア)(八代ジュニア)(八代ジュニア)(八代ジュニア) (すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア)(すせんじジュニア)

外外外外 間間間間 陽陽陽陽 翔翔翔翔 高高高高 畠畠畠畠 央央央央 侑侑侑侑

(恩納シャトル)(恩納シャトル)(恩納シャトル)(恩納シャトル) (ＷＩＮＮＥＲ)(ＷＩＮＮＥＲ)(ＷＩＮＮＥＲ)(ＷＩＮＮＥＲ)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

4年生以下男子シングルス（4BS)4年生以下男子シングルス（4BS)4年生以下男子シングルス（4BS)4年生以下男子シングルス（4BS)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県) (福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

27272727

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

2222 10101010

11111111

1111 9999

25252525

3333

18181818

17171717 21212121

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

22222222

26262626

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

19191919 23232323

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

6666 14141414

12121212

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

29292929 30303030

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

31313131

4444

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

20202020

5555 13131313

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

15151515

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

24242424

28282828

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県) (福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

7777

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦
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松松松松 戸戸戸戸 海海海海 平平平平 純純純純 空空空空

(鹿児島飛翔)(鹿児島飛翔)(鹿児島飛翔)(鹿児島飛翔) (彩橋シャトル)(彩橋シャトル)(彩橋シャトル)(彩橋シャトル)

有有有有 川川川川 琉琉琉琉 衣衣衣衣 加加加加 向向向向 由由由由 夏夏夏夏

(西池ジュニア)(西池ジュニア)(西池ジュニア)(西池ジュニア) (中山少年団)(中山少年団)(中山少年団)(中山少年団)

巻巻巻巻 澤澤澤澤 菜菜菜菜 美美美美 平平平平 川川川川 倖倖倖倖 穂穂穂穂

(鹿町ジュニア)(鹿町ジュニア)(鹿町ジュニア)(鹿町ジュニア) (小松台ホワイトジュニア)(小松台ホワイトジュニア)(小松台ホワイトジュニア)(小松台ホワイトジュニア)

蔵蔵蔵蔵 本本本本 和和和和 原原原原 田田田田 ここここ はははは くくくく

(若竹クラブ)(若竹クラブ)(若竹クラブ)(若竹クラブ) (ＳＪひた)(ＳＪひた)(ＳＪひた)(ＳＪひた)

幸幸幸幸 地地地地 真真真真 季季季季 中中中中 田田田田 楓楓楓楓

(那覇ジュニア)(那覇ジュニア)(那覇ジュニア)(那覇ジュニア) (SHINING熊本)(SHINING熊本)(SHINING熊本)(SHINING熊本)

宮宮宮宮 﨑﨑﨑﨑 佑佑佑佑 実実実実 中中中中 尾尾尾尾 優優優優 芽芽芽芽

(大津ジュニア)(大津ジュニア)(大津ジュニア)(大津ジュニア) (唐津ジュニア)(唐津ジュニア)(唐津ジュニア)(唐津ジュニア)

小小小小 田田田田 明明明明 紗紗紗紗 池池池池 田田田田 莉莉莉莉 琉琉琉琉

(Ｍ・Ｔ・Ｃ)(Ｍ・Ｔ・Ｃ)(Ｍ・Ｔ・Ｃ)(Ｍ・Ｔ・Ｃ) (足立クラブ)(足立クラブ)(足立クラブ)(足立クラブ)

髙髙髙髙 倉倉倉倉 綾綾綾綾 乃乃乃乃 大大大大 石石石石 咲咲咲咲 和和和和

(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール) (ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)

城城城城 村村村村 沙沙沙沙 都都都都 松松松松 永永永永 結結結結 衣衣衣衣

(UNAID宮崎)(UNAID宮崎)(UNAID宮崎)(UNAID宮崎) (鹿児島飛翔)(鹿児島飛翔)(鹿児島飛翔)(鹿児島飛翔)

梅梅梅梅 野野野野 泉泉泉泉 吉吉吉吉 田田田田 妃妃妃妃 来来来来

(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール) (アローズJr)(アローズJr)(アローズJr)(アローズJr)

高高高高 田田田田 心心心心 海海海海 比比比比 嘉嘉嘉嘉 華華華華 希希希希

(ＡＢＣさつま)(ＡＢＣさつま)(ＡＢＣさつま)(ＡＢＣさつま) (南城ジュニア)(南城ジュニア)(南城ジュニア)(南城ジュニア)

安安安安 永永永永 琴琴琴琴 音音音音 杉杉杉杉 本本本本 稀稀稀稀 咲咲咲咲

(矢上小クラブ)(矢上小クラブ)(矢上小クラブ)(矢上小クラブ) (ＫＵＲＥＹＯＮ)(ＫＵＲＥＹＯＮ)(ＫＵＲＥＹＯＮ)(ＫＵＲＥＹＯＮ)

丸丸丸丸 塚塚塚塚 美美美美 海海海海 八八八八 坂坂坂坂 三三三三 生生生生

(八代ジュニア)(八代ジュニア)(八代ジュニア)(八代ジュニア) (春日ジュニア)(春日ジュニア)(春日ジュニア)(春日ジュニア)

橋橋橋橋 本本本本 綺綺綺綺 来来来来 漆漆漆漆 間間間間 結結結結 衣衣衣衣

(ＨｙＮＥＸＴ)(ＨｙＮＥＸＴ)(ＨｙＮＥＸＴ)(ＨｙＮＥＸＴ) (稙田ジュニア)(稙田ジュニア)(稙田ジュニア)(稙田ジュニア)

前前前前 粟粟粟粟 藏藏藏藏 ゆゆゆゆ りりりり ここここ 右右右右 田田田田 朱朱朱朱 蘭蘭蘭蘭

(越来ドリームズ)(越来ドリームズ)(越来ドリームズ)(越来ドリームズ) (SCきくよう)(SCきくよう)(SCきくよう)(SCきくよう)

副副副副 島島島島 愛愛愛愛 梨梨梨梨 山山山山 下下下下 空空空空 輝輝輝輝

(佐賀ジュニア)(佐賀ジュニア)(佐賀ジュニア)(佐賀ジュニア) (ＪＢＣ小倉)(ＪＢＣ小倉)(ＪＢＣ小倉)(ＪＢＣ小倉)
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(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県) (福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

15151515

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県) (大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

20202020 24242424

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

26262626 28282828

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県) (宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

7777

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県) (熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

31313131

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県) (沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

6666 14141414

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

4444 12121212

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県) (長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

29292929

5555 13131313

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県) (長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

19191919 23232323

30303030

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県) (熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

3333 11111111

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県) (大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

2222 10101010

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

17171717 21212121

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県) (宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県) (佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

18181818 22222222

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

25252525 27272727

6年生以下女子シングルス（6GS)6年生以下女子シングルス（6GS)6年生以下女子シングルス（6GS)6年生以下女子シングルス（6GS)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県) (沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

1111 9999



永永永永 久久久久 井井井井 凜凜凜凜 若若若若 松松松松 杏杏杏杏 奈奈奈奈

(都城スマッシュ)(都城スマッシュ)(都城スマッシュ)(都城スマッシュ) (鹿児島飛翔)(鹿児島飛翔)(鹿児島飛翔)(鹿児島飛翔)

野野野野 口口口口 心心心心 雪雪雪雪 髙髙髙髙 田田田田 愛愛愛愛 菜菜菜菜

(高尾ジュニア)(高尾ジュニア)(高尾ジュニア)(高尾ジュニア) (MBC)(MBC)(MBC)(MBC)

山山山山 野野野野 桜桜桜桜 子子子子 岩岩岩岩 下下下下 芽芽芽芽 愛愛愛愛

(伊敷台少年団)(伊敷台少年団)(伊敷台少年団)(伊敷台少年団) (春日イーグルス)(春日イーグルス)(春日イーグルス)(春日イーグルス)

伊伊伊伊 藤藤藤藤 花花花花 音音音音 小小小小 原原原原 七七七七 海海海海

(唐津ジュニア)(唐津ジュニア)(唐津ジュニア)(唐津ジュニア) (西池ジュニア)(西池ジュニア)(西池ジュニア)(西池ジュニア)

髙髙髙髙 植植植植 ああああ やややや かかかか 丸丸丸丸 井井井井 悠悠悠悠 菜菜菜菜

(八代ジュニア)(八代ジュニア)(八代ジュニア)(八代ジュニア) (中島ジュニア)(中島ジュニア)(中島ジュニア)(中島ジュニア)

國國國國 吉吉吉吉 杏杏杏杏 山山山山 口口口口 咲咲咲咲 奈奈奈奈

(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア) (唐津ジュニア)(唐津ジュニア)(唐津ジュニア)(唐津ジュニア)

冷冷冷冷 川川川川 結結結結 咲咲咲咲 金金金金 城城城城 伊伊伊伊 緒緒緒緒 理理理理

(三芳ジュニア)(三芳ジュニア)(三芳ジュニア)(三芳ジュニア) (糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)

野野野野 島島島島 保保保保 芳芳芳芳 吉吉吉吉 川川川川 楓楓楓楓 華華華華

(春日ジュニア)(春日ジュニア)(春日ジュニア)(春日ジュニア) (Polaris)(Polaris)(Polaris)(Polaris)

入入入入 江江江江 笑笑笑笑 叶叶叶叶 前前前前 田田田田 玲玲玲玲 乃乃乃乃

(越来ドリームズ)(越来ドリームズ)(越来ドリームズ)(越来ドリームズ) (嬉野ジュニア)(嬉野ジュニア)(嬉野ジュニア)(嬉野ジュニア)

藤藤藤藤 由由由由 惠惠惠惠 針針針針 山山山山 琉琉琉琉 衣衣衣衣

(ＣＯＬＯＲＳ)(ＣＯＬＯＲＳ)(ＣＯＬＯＲＳ)(ＣＯＬＯＲＳ) jyjyjyjy (up.q.well)(up.q.well)(up.q.well)(up.q.well)

山山山山 中中中中 咲咲咲咲 海海海海 古古古古 賀賀賀賀 楓楓楓楓 菜菜菜菜

(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ) (UNAID宮崎)(UNAID宮崎)(UNAID宮崎)(UNAID宮崎)

村村村村 岡岡岡岡 由由由由 佳佳佳佳 松松松松 浦浦浦浦 綾綾綾綾 花花花花

(坂元少年団)(坂元少年団)(坂元少年団)(坂元少年団) (植柳ジュニア)(植柳ジュニア)(植柳ジュニア)(植柳ジュニア)

蒲蒲蒲蒲 生生生生 咲咲咲咲 菜菜菜菜 べレス桜ティファニー　べレス桜ティファニー　べレス桜ティファニー　べレス桜ティファニー　

(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール) (ごさまるスマッシュ)(ごさまるスマッシュ)(ごさまるスマッシュ)(ごさまるスマッシュ)

下下下下 薗薗薗薗 詩詩詩詩 空空空空 山山山山 下下下下 彩彩彩彩 香香香香

(SCきくよう)(SCきくよう)(SCきくよう)(SCきくよう) (諫早ジュニア)(諫早ジュニア)(諫早ジュニア)(諫早ジュニア)

宇宇宇宇 都都都都 宮宮宮宮 理理理理 央央央央 南南南南 横横横横 澤澤澤澤 蒼蒼蒼蒼 依依依依

(レッドバード佐土原)(レッドバード佐土原)(レッドバード佐土原)(レッドバード佐土原) (ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)

落落落落 合合合合 桜桜桜桜 詩詩詩詩 福福福福 田田田田 椎椎椎椎 奈奈奈奈

(佐賀サンライズ)(佐賀サンライズ)(佐賀サンライズ)(佐賀サンライズ) (岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)

三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦

32

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

8888 16161616

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県) (福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

15151515

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

20202020 24242424

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

26262626 28282828

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

7777

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

6666 14141414

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

5555 13131313

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

19191919 23232323

30303030

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

31313131

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

4444 12121212

25252525 27272727

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

3333

2222

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県) (長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

29292929

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

18181818 22222222

11111111

5年生以下女子シングルス（5GS)5年生以下女子シングルス（5GS)5年生以下女子シングルス（5GS)5年生以下女子シングルス（5GS)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県) (鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

1111 9999

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県) (熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

17171717 21212121

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県) (福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

10101010

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)



阿阿阿阿 波波波波 柚柚柚柚 子子子子 菜菜菜菜 落落落落 合合合合 結結結結 彩彩彩彩

(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア) (佐賀サンライズ)(佐賀サンライズ)(佐賀サンライズ)(佐賀サンライズ)

山山山山 下下下下 舞舞舞舞 華華華華 杉杉杉杉 島島島島 希希希希 空空空空

(山内ジュニア)(山内ジュニア)(山内ジュニア)(山内ジュニア) (大和ジュニア)(大和ジュニア)(大和ジュニア)(大和ジュニア)

大大大大 石石石石 亜亜亜亜 美美美美 北北北北 山山山山 琉琉琉琉 衣衣衣衣

(Axis)(Axis)(Axis)(Axis) (MBC)(MBC)(MBC)(MBC)

當當當當 銘銘銘銘 ここここ ここここ みみみみ 神神神神 崎崎崎崎 心心心心 優優優優

(彩橋シャトル)(彩橋シャトル)(彩橋シャトル)(彩橋シャトル) (東大分ＪＢＣ)(東大分ＪＢＣ)(東大分ＪＢＣ)(東大分ＪＢＣ)

井井井井 ノノノノ 上上上上 亜亜亜亜 美美美美 東東東東 山山山山 琉琉琉琉 菜菜菜菜

(中山少年団)(中山少年団)(中山少年団)(中山少年団) (諫早ジュニア)(諫早ジュニア)(諫早ジュニア)(諫早ジュニア)

河河河河 野野野野 彩彩彩彩 矢矢矢矢 乃乃乃乃 萩萩萩萩 原原原原 綾綾綾綾 奈奈奈奈

(東大分ＪＢＣ)(東大分ＪＢＣ)(東大分ＪＢＣ)(東大分ＪＢＣ) (西池ジュニア)(西池ジュニア)(西池ジュニア)(西池ジュニア)

岡岡岡岡 林林林林 莉莉莉莉 央央央央 田田田田 中中中中 萌萌萌萌 花花花花

(レッドバード佐土原)(レッドバード佐土原)(レッドバード佐土原)(レッドバード佐土原) (羽遊人ジュニア)(羽遊人ジュニア)(羽遊人ジュニア)(羽遊人ジュニア)

右右右右 田田田田 結結結結 愛愛愛愛 金金金金 城城城城 愛愛愛愛 菜菜菜菜

(SCきくよう)(SCきくよう)(SCきくよう)(SCきくよう) (糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)

安安安安 藤藤藤藤 颯颯颯颯 花花花花 永永永永 久久久久 井井井井 佳佳佳佳

(中島ジュニア)(中島ジュニア)(中島ジュニア)(中島ジュニア) (都城スマッシュ)(都城スマッシュ)(都城スマッシュ)(都城スマッシュ)

外外外外 間間間間 杏杏杏杏 果果果果 下下下下 村村村村 煌煌煌煌 奏奏奏奏

(恩納シャトル)(恩納シャトル)(恩納シャトル)(恩納シャトル) (玉江少年団)(玉江少年団)(玉江少年団)(玉江少年団)

藤藤藤藤 杏杏杏杏 那那那那 大大大大 坪坪坪坪 由由由由 芽芽芽芽

(春日ジュニア)(春日ジュニア)(春日ジュニア)(春日ジュニア) (岩松Ｂ．Ｃ)(岩松Ｂ．Ｃ)(岩松Ｂ．Ｃ)(岩松Ｂ．Ｃ)

大大大大 田田田田 原原原原 きききき いいいい 大大大大 場場場場 心心心心 晴晴晴晴

(しおみキャッツ)(しおみキャッツ)(しおみキャッツ)(しおみキャッツ) (ＪＢＣ久留米)(ＪＢＣ久留米)(ＪＢＣ久留米)(ＪＢＣ久留米)

松松松松 尾尾尾尾 かかかか のののの んんんん 牧牧牧牧 川川川川 実実実実 愛愛愛愛

(嬉野ジュニア)(嬉野ジュニア)(嬉野ジュニア)(嬉野ジュニア) (KTジュニア)(KTジュニア)(KTジュニア)(KTジュニア)

栗栗栗栗 山山山山 怜怜怜怜 奈奈奈奈 峰峰峰峰 初初初初 華華華華

(ＲＫＲ)(ＲＫＲ)(ＲＫＲ)(ＲＫＲ) (ARROWS)(ARROWS)(ARROWS)(ARROWS)

隈隈隈隈 部部部部 百百百百 利利利利 乃乃乃乃 二二二二 村村村村 倫倫倫倫 央央央央

(チーム必成)(チーム必成)(チーム必成)(チーム必成) (日出ジュニア)(日出ジュニア)(日出ジュニア)(日出ジュニア)

髙髙髙髙 比比比比 良良良良 紫紫紫紫 隈隈隈隈 元元元元 優優優優 和和和和

(チャンピオン)(チャンピオン)(チャンピオン)(チャンピオン) (ＲＫＲ)(ＲＫＲ)(ＲＫＲ)(ＲＫＲ)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県) (長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

4年生以下女子シングルス（4GS)4年生以下女子シングルス（4GS)4年生以下女子シングルス（4GS)4年生以下女子シングルス（4GS)

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県) (佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

2222 10101010

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

17171717 21212121

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

5555

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

29292929 30303030
31313131

1111 9999

25252525 27272727

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

13131313

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

3333 11111111

18181818 22222222

4444 12121212

20202020 24242424

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

7777

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

19191919 23232323

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

6666

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

16161616

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

8888

三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦
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26262626 28282828

14141414

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

15151515

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)



春春春春 木木木木 俊俊俊俊 平平平平 山山山山 下下下下 響響響響 生生生生
牧牧牧牧 野野野野 隆隆隆隆 希希希希 松松松松 岡岡岡岡 大大大大 輝輝輝輝
(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア) (海老津ジュニア)(海老津ジュニア)(海老津ジュニア)(海老津ジュニア)

阿阿阿阿 南南南南 湊湊湊湊 土土土土 津津津津 山山山山 翔翔翔翔 琉琉琉琉
前前前前 田田田田 心心心心 輝輝輝輝 百百百百 田田田田 陽陽陽陽

(明治サンズ)(明治サンズ)(明治サンズ)(明治サンズ) (佐賀サンライズ)(佐賀サンライズ)(佐賀サンライズ)(佐賀サンライズ)

髙髙髙髙 濱濱濱濱 昊昊昊昊 樹樹樹樹 塩塩塩塩 屋屋屋屋 泰泰泰泰 希希希希
黒黒黒黒 木木木木 響響響響 介介介介 梅梅梅梅 戸戸戸戸 尊尊尊尊 琉琉琉琉
(オールグローズ)(オールグローズ)(オールグローズ)(オールグローズ) (西田少年団)(西田少年団)(西田少年団)(西田少年団)

米米米米 須須須須 匠匠匠匠 串串串串 間間間間 郁郁郁郁 斗斗斗斗
伊伊伊伊 良良良良 波波波波 煌煌煌煌 琉琉琉琉 松松松松 木木木木 瞭瞭瞭瞭
(宜野湾ジュニア)(宜野湾ジュニア)(宜野湾ジュニア)(宜野湾ジュニア) (国富スマッシュ)(国富スマッシュ)(国富スマッシュ)(国富スマッシュ)

峰峰峰峰 元元元元 遙遙遙遙 生生生生 仲仲仲仲 座座座座 大大大大 貴貴貴貴
伊伊伊伊 藤藤藤藤 壮壮壮壮 佑佑佑佑 山山山山 城城城城 晴晴晴晴 彦彦彦彦
(鹿児島ジュニア)(鹿児島ジュニア)(鹿児島ジュニア)(鹿児島ジュニア) (糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)

園園園園 田田田田 寛寛寛寛 之之之之 山山山山 下下下下 大大大大 翔翔翔翔
茂茂茂茂 翔翔翔翔 慎慎慎慎 水水水水 本本本本 遼遼遼遼
(スカイウイング)(スカイウイング)(スカイウイング)(スカイウイング) (北部ジュニア)(北部ジュニア)(北部ジュニア)(北部ジュニア)

坂坂坂坂 井井井井 碧碧碧碧 仁仁仁仁 梅梅梅梅 木木木木 柊柊柊柊 平平平平
宮宮宮宮 田田田田 翔翔翔翔 真真真真 中中中中 山山山山 陽陽陽陽 斗斗斗斗
(南阿蘇ジュニア)(南阿蘇ジュニア)(南阿蘇ジュニア)(南阿蘇ジュニア) (若宮ジュニア)(若宮ジュニア)(若宮ジュニア)(若宮ジュニア)

長長長長 戸戸戸戸 征征征征 太太太太 朗朗朗朗 松松松松 本本本本 辰辰辰辰 琥琥琥琥
山山山山 田田田田 敦敦敦敦 由由由由 田田田田 代代代代 拓拓拓拓 己己己己
(佐賀ジュニア)(佐賀ジュニア)(佐賀ジュニア)(佐賀ジュニア) (ミッキークラブ)(ミッキークラブ)(ミッキークラブ)(ミッキークラブ)

田田田田 川川川川 仁仁仁仁 葵葵葵葵 水水水水 上上上上 奏奏奏奏
三三三三 浦浦浦浦 大大大大 神神神神 谷谷谷谷 悠悠悠悠 月月月月
(チャンピオン)(チャンピオン)(チャンピオン)(チャンピオン) (ステラキッズ)(ステラキッズ)(ステラキッズ)(ステラキッズ)

栗栗栗栗 山山山山 蒼蒼蒼蒼 真真真真 三三三三 輪輪輪輪 陽陽陽陽 大大大大
福福福福 田田田田 聡聡聡聡 史史史史 串串串串 間間間間 瑛瑛瑛瑛 斗斗斗斗

(西田少年団)(西田少年団)(西田少年団)(西田少年団) (国富スマッシュ)(国富スマッシュ)(国富スマッシュ)(国富スマッシュ)

志志志志 喜喜喜喜 屋屋屋屋 伍伍伍伍 斗斗斗斗 緒緒緒緒 方方方方 涼涼涼涼
小小小小 波波波波 津津津津 七七七七 誠誠誠誠 木木木木 下下下下 弦弦弦弦
(南城ジュニア)(南城ジュニア)(南城ジュニア)(南城ジュニア) (芦北ジュニア)(芦北ジュニア)(芦北ジュニア)(芦北ジュニア)

小小小小 野野野野 原原原原 瑛瑛瑛瑛 音音音音 合合合合 澤澤澤澤 晴晴晴晴 太太太太
松松松松 田田田田 陽陽陽陽 石石石石 井井井井 清清清清 誠誠誠誠

(藤田研究所)(藤田研究所)(藤田研究所)(藤田研究所) (大在ジュニア)(大在ジュニア)(大在ジュニア)(大在ジュニア)

尾尾尾尾 方方方方 柊柊柊柊 介介介介 田田田田 代代代代 陽陽陽陽 大大大大
大大大大 橋橋橋橋 響響響響 葵葵葵葵 殿殿殿殿 川川川川 隆隆隆隆 翔翔翔翔
(日出ジュニア)(日出ジュニア)(日出ジュニア)(日出ジュニア) (鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)

戸戸戸戸 石石石石 川川川川 相相相相 太太太太 松松松松 久久久久 侑侑侑侑 慎慎慎慎
橋橋橋橋 本本本本 孝孝孝孝 宝宝宝宝 江江江江 川川川川 桜桜桜桜 輝輝輝輝
(唐津ジュニア)(唐津ジュニア)(唐津ジュニア)(唐津ジュニア) (喜々津ジュニア)(喜々津ジュニア)(喜々津ジュニア)(喜々津ジュニア)

岡岡岡岡 部部部部 稜稜稜稜 石石石石 坂坂坂坂 咲咲咲咲 太太太太 朗朗朗朗
秀秀秀秀 瀨瀨瀨瀨 倫倫倫倫 士士士士 山山山山 城城城城 裕裕裕裕 太太太太 郎郎郎郎
(春日イーグルス)(春日イーグルス)(春日イーグルス)(春日イーグルス) (恩納シャトル)(恩納シャトル)(恩納シャトル)(恩納シャトル)

鬼鬼鬼鬼 塚塚塚塚 新新新新 鳩鳩鳩鳩 宿宿宿宿 瞬瞬瞬瞬
中中中中 村村村村 大大大大 雅雅雅雅 鳩鳩鳩鳩 宿宿宿宿 遼遼遼遼
(宮地ジュニア)(宮地ジュニア)(宮地ジュニア)(宮地ジュニア) (鹿児島ジュニア)(鹿児島ジュニア)(鹿児島ジュニア)(鹿児島ジュニア)

11111111

9999

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

21212121

　　6年生以下男子ダブルス（6BD)　　6年生以下男子ダブルス（6BD)　　6年生以下男子ダブルス（6BD)　　6年生以下男子ダブルス（6BD)

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

10101010

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

2222

1111

17171717

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

3333

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県) (宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

25252525 27272727

18181818
22222222

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県) (大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

4444

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

12121212

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県) (福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

5555 13131313

19191919

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

6666

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

29292929 30303030
31313131

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

23232323

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

14141414

28282828

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

7777

26262626

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

15151515

32

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県) (鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県) (沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

8888 16161616

20202020
24242424



栁栁栁栁 克克克克 弥弥弥弥 高高高高 村村村村 智智智智
濱濱濱濱 口口口口 虎虎虎虎 太太太太 郎郎郎郎 宇宇宇宇 都都都都 宮宮宮宮 生生生生 真真真真
(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア) (おぐにジュニア)(おぐにジュニア)(おぐにジュニア)(おぐにジュニア)

永永永永 田田田田 雄雄雄雄 大大大大 安安安安 樂樂樂樂 燎燎燎燎 慧慧慧慧
大大大大 久久久久 保保保保 太太太太 晴晴晴晴 前前前前 田田田田 笙笙笙笙 佑佑佑佑
(大明丘少年団)(大明丘少年団)(大明丘少年団)(大明丘少年団) (西陵少年団)(西陵少年団)(西陵少年団)(西陵少年団)

後後後後 藤藤藤藤 奏奏奏奏 佑佑佑佑 横横横横 山山山山 詢詢詢詢
迎迎迎迎 悠悠悠悠 日日日日 高高高高 翔翔翔翔 太太太太
(花高シャトル)(花高シャトル)(花高シャトル)(花高シャトル) (しおみキャッツ)(しおみキャッツ)(しおみキャッツ)(しおみキャッツ)

嶺嶺嶺嶺 井井井井 都都都都 羚羚羚羚 央央央央 深深深深 町町町町 凌凌凌凌 玖玖玖玖
國國國國 吉吉吉吉 快快快快 利利利利 神神神神 﨑﨑﨑﨑 太太太太 結結結結
(那覇ジュニアＢＣ)(那覇ジュニアＢＣ)(那覇ジュニアＢＣ)(那覇ジュニアＢＣ) (三芳ジュニア)(三芳ジュニア)(三芳ジュニア)(三芳ジュニア)

山山山山 下下下下 蒼蒼蒼蒼 介介介介 宍宍宍宍 野野野野 虎虎虎虎 琉琉琉琉
中中中中 川川川川 悠悠悠悠 杉杉杉杉 元元元元 悠悠悠悠 飛飛飛飛
(北部ジュニア)(北部ジュニア)(北部ジュニア)(北部ジュニア) (ＲＫＲ)(ＲＫＲ)(ＲＫＲ)(ＲＫＲ)

渡渡渡渡 辺辺辺辺 健健健健 斗斗斗斗 白白白白 水水水水 葵葵葵葵
中中中中 尾尾尾尾 友友友友 哉哉哉哉 壱壱壱壱 崎崎崎崎 優優優優 斗斗斗斗
(稙田ジュニア)(稙田ジュニア)(稙田ジュニア)(稙田ジュニア) (基山ジュニア)(基山ジュニア)(基山ジュニア)(基山ジュニア)

稲稲稲稲 村村村村 蓮蓮蓮蓮 央央央央 穴穴穴穴 見見見見 悠悠悠悠 季季季季 人人人人
下下下下 園園園園 大大大大 翔翔翔翔 山山山山 田田田田 悠悠悠悠 陽陽陽陽
(伊集院少年団)(伊集院少年団)(伊集院少年団)(伊集院少年団) (大池ジュニア)(大池ジュニア)(大池ジュニア)(大池ジュニア)

大大大大 重重重重 駿駿駿駿 大大大大 瀬瀬瀬瀬 良良良良 碧碧碧碧 生生生生
松松松松 原原原原 蓬蓬蓬蓬 大大大大 濵濵濵濵 田田田田 優優優優 空空空空
(都城スマッシュ)(都城スマッシュ)(都城スマッシュ)(都城スマッシュ) (アルカディア)(アルカディア)(アルカディア)(アルカディア)

福福福福 元元元元 琥琥琥琥 珀珀珀珀 新新新新 垣垣垣垣 洋洋洋洋 昇昇昇昇
田田田田 上上上上 侑侑侑侑 正正正正 金金金金 城城城城 和和和和 歩歩歩歩
(川内ジュニア)(川内ジュニア)(川内ジュニア)(川内ジュニア) (糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)

向向向向 原原原原 一一一一 晴晴晴晴 坂坂坂坂 本本本本 詩詩詩詩 音音音音
熊熊熊熊 谷谷谷谷 淳淳淳淳 平平平平 山山山山 戸戸戸戸 柊柊柊柊 槻槻槻槻
(高城スマッシュ)(高城スマッシュ)(高城スマッシュ)(高城スマッシュ) (玉東ジュニア)(玉東ジュニア)(玉東ジュニア)(玉東ジュニア)

林林林林 田田田田 翔翔翔翔 亮亮亮亮 勝勝勝勝 下下下下 晴晴晴晴 喜喜喜喜
呼呼呼呼 子子子子 遥遥遥遥 海海海海 諏諏諏諏 訪訪訪訪 楓楓楓楓 芽芽芽芽
(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア)(香住ケ丘ジュニア) (グッドウェーブ)(グッドウェーブ)(グッドウェーブ)(グッドウェーブ)

吉吉吉吉 長長長長 雷雷雷雷 覇覇覇覇 岩岩岩岩 本本本本 琉琉琉琉 伽伽伽伽
池池池池 永永永永 悠悠悠悠 吾吾吾吾 森森森森 田田田田 琉琉琉琉 生生生生
(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール) (七山モンキーズ)(七山モンキーズ)(七山モンキーズ)(七山モンキーズ)

中中中中 村村村村 皐皐皐皐 平平平平 松松松松 尾尾尾尾 蓮蓮蓮蓮
今今今今 田田田田 央央央央 亮亮亮亮 内内内内 田田田田 遥遥遥遥 馬馬馬馬

(岩松Ｂ．Ｃ)(岩松Ｂ．Ｃ)(岩松Ｂ．Ｃ)(岩松Ｂ．Ｃ) (Axis)(Axis)(Axis)(Axis)

志志志志 水水水水 優優優優 心心心心 松松松松 本本本本 裕裕裕裕 太太太太
本本本本 山山山山 蒼蒼蒼蒼 天天天天 嶋嶋嶋嶋 川川川川 智智智智 介介介介
(タマナジュニア)(タマナジュニア)(タマナジュニア)(タマナジュニア) (ＢＣ臼杵)(ＢＣ臼杵)(ＢＣ臼杵)(ＢＣ臼杵)

今今今今 村村村村 大大大大 翔翔翔翔 芝芝芝芝 佑佑佑佑 心心心心
谷谷谷谷 ノノノノ 口口口口 虎虎虎虎 太太太太 郎郎郎郎 政政政政 心心心心 人人人人

(吉野少年団)(吉野少年団)(吉野少年団)(吉野少年団) (吉野東少年団)(吉野東少年団)(吉野東少年団)(吉野東少年団)

中中中中 野野野野 海海海海 翔翔翔翔 成成成成 清清清清 虹虹虹虹 翔翔翔翔
吉吉吉吉 田田田田 章章章章 真真真真 花花花花 田田田田 大大大大 維維維維 司司司司
(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ) (羽遊人ジュニア)(羽遊人ジュニア)(羽遊人ジュニア)(羽遊人ジュニア)

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

9999

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

10101010

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

3333

18181818
22222222

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

2222

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

11111111

1111

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

17171717
21212121

25252525 27272727

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

4444 12121212

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県) (長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

29292929 30303030
31313131

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県) (熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

19191919
23232323

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県) (鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

6666 14141414

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

5555 13131313

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県) (佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

26262626 28282828

16161616

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県) (長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

7777 15151515

　　5年生以下男子ダブルス（5BD)　　5年生以下男子ダブルス（5BD)　　5年生以下男子ダブルス（5BD)　　5年生以下男子ダブルス（5BD)

32

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県) (福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県) (大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

20202020
24242424

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県) (鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

8888



益益益益 満満満満 輝輝輝輝 月月月月 濱濱濱濱 田田田田 楓楓楓楓
堂堂堂堂 園園園園 親親親親 正正正正 茂茂茂茂 琉琉琉琉 翔翔翔翔
(鹿児島ジュニア)(鹿児島ジュニア)(鹿児島ジュニア)(鹿児島ジュニア) (スカイウイング)(スカイウイング)(スカイウイング)(スカイウイング)

浦浦浦浦 邊邊邊邊 力力力力 一一一一 中中中中 ノノノノ 上上上上 拳拳拳拳 志志志志 郎郎郎郎
嶋嶋嶋嶋 村村村村 柊柊柊柊 吾吾吾吾 本本本本 田田田田 一一一一 颯颯颯颯
(臼杵南ジュニア)(臼杵南ジュニア)(臼杵南ジュニア)(臼杵南ジュニア) (武岡台少年団)(武岡台少年団)(武岡台少年団)(武岡台少年団)

湧湧湧湧 武武武武 大大大大 也也也也 岩岩岩岩 永永永永 悠悠悠悠 慎慎慎慎
久久久久 山山山山 龍龍龍龍 人人人人 大大大大 園園園園 翔翔翔翔 希希希希
(キクムラジュニア)(キクムラジュニア)(キクムラジュニア)(キクムラジュニア) (シャトルズ)(シャトルズ)(シャトルズ)(シャトルズ)

諸諸諸諸 熊熊熊熊 凌凌凌凌 玖玖玖玖 横横横横 澤澤澤澤 明明明明 季季季季
池池池池 田田田田 尊尊尊尊 髙髙髙髙 波波波波 瑠瑠瑠瑠 禾禾禾禾

(ＪＢＣ小倉)(ＪＢＣ小倉)(ＪＢＣ小倉)(ＪＢＣ小倉) (ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)(ＩＫＥスクール)

黒黒黒黒 川川川川 芯芯芯芯 吏吏吏吏 赤赤赤赤 坂坂坂坂 侑侑侑侑 輝輝輝輝
白白白白 仁仁仁仁 田田田田 颯颯颯颯 栄栄栄栄 山山山山 﨑﨑﨑﨑 淳淳淳淳 人人人人
(高尾ジュニア)(高尾ジュニア)(高尾ジュニア)(高尾ジュニア) (不知火ジュニア)(不知火ジュニア)(不知火ジュニア)(不知火ジュニア)

森森森森 下下下下 善善善善 吏吏吏吏 田田田田 上上上上 知知知知 史史史史
志志志志 戸戸戸戸 煌煌煌煌 人人人人 石石石石 原原原原 栄栄栄栄 弥弥弥弥
(宮地ジュニア)(宮地ジュニア)(宮地ジュニア)(宮地ジュニア) (川内ジュニア)(川内ジュニア)(川内ジュニア)(川内ジュニア)

中中中中 園園園園 羚羚羚羚 南南南南 森森森森 晴晴晴晴 人人人人
松松松松 迫迫迫迫 翼翼翼翼 井井井井 手手手手 宗宗宗宗 助助助助
(三股バードウイング)(三股バードウイング)(三股バードウイング)(三股バードウイング) (東川登ジュニア)(東川登ジュニア)(東川登ジュニア)(東川登ジュニア)

鬼鬼鬼鬼 木木木木 伶伶伶伶 充充充充 山山山山 下下下下 史史史史 恩恩恩恩
山山山山 下下下下 銀銀銀銀 士士士士 山山山山 下下下下 純純純純 弥弥弥弥
(七山モンキーズ)(七山モンキーズ)(七山モンキーズ)(七山モンキーズ) (ネィバーキッズ)(ネィバーキッズ)(ネィバーキッズ)(ネィバーキッズ)

東東東東 未未未未 来来来来 翔翔翔翔 山山山山 口口口口 翔翔翔翔 司司司司
中中中中 村村村村 太太太太 陽陽陽陽 野野野野 林林林林 勇勇勇勇 斗斗斗斗
(おぐにジュニア)(おぐにジュニア)(おぐにジュニア)(おぐにジュニア) (鹿町ジュニア)(鹿町ジュニア)(鹿町ジュニア)(鹿町ジュニア)

尾尾尾尾 﨑﨑﨑﨑 晴晴晴晴 允允允允 福福福福 森森森森 唯唯唯唯 斗斗斗斗
副副副副 島島島島 龍龍龍龍 之之之之 介介介介 宮宮宮宮 本本本本 晃晃晃晃 弥弥弥弥

(ARROWS)(ARROWS)(ARROWS)(ARROWS) (田野バドミントン)(田野バドミントン)(田野バドミントン)(田野バドミントン)

樋樋樋樋 口口口口 輝輝輝輝 音音音音 林林林林 虎虎虎虎 珀珀珀珀
下下下下 永永永永 田田田田 晟晟晟晟 旺旺旺旺 六六六六 反反反反 田田田田 優優優優 詩詩詩詩

(ＲＫＲ)(ＲＫＲ)(ＲＫＲ)(ＲＫＲ) (吉野東少年団)(吉野東少年団)(吉野東少年団)(吉野東少年団)

石石石石 川川川川 輝輝輝輝 伊伊伊伊 敷敷敷敷 友友友友 希希希希
安安安安 藤藤藤藤 颯颯颯颯 空空空空 国国国国 吉吉吉吉 優優優優 真真真真
(中島ジュニア)(中島ジュニア)(中島ジュニア)(中島ジュニア) (那覇ジュニアＢＣ)(那覇ジュニアＢＣ)(那覇ジュニアＢＣ)(那覇ジュニアＢＣ)

古古古古 谷谷谷谷 奏奏奏奏 田田田田 中中中中 駿駿駿駿 汰汰汰汰
甲甲甲甲 斐斐斐斐 羽羽羽羽 槻槻槻槻 永永永永 松松松松 建建建建 二二二二

(藤田研究所)(藤田研究所)(藤田研究所)(藤田研究所) (佐賀サンライズ)(佐賀サンライズ)(佐賀サンライズ)(佐賀サンライズ)

本本本本 庄庄庄庄 大大大大 珠珠珠珠 岡岡岡岡 崎崎崎崎 奨奨奨奨
古古古古 賀賀賀賀 瑠瑠瑠瑠 哉哉哉哉 栁栁栁栁 知知知知 宏宏宏宏

(鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ) (岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)

花花花花 田田田田 健健健健 太太太太 朗朗朗朗 佐佐佐佐 々々々々 木木木木 天天天天 斗斗斗斗
倉倉倉倉 田田田田 とととと うううう まままま 前前前前 田田田田 康康康康 太太太太
(春日ジュニア)(春日ジュニア)(春日ジュニア)(春日ジュニア) (Dream Bear)(Dream Bear)(Dream Bear)(Dream Bear)

村村村村 田田田田 真真真真 之之之之 介介介介 馬馬馬馬 田田田田 雄雄雄雄 晟晟晟晟
向向向向 井井井井 天天天天 志志志志 古古古古 寺寺寺寺 智智智智 武武武武
(那覇ジュニアＢＣ)(那覇ジュニアＢＣ)(那覇ジュニアＢＣ)(那覇ジュニアＢＣ) (宇佐ジュニア)(宇佐ジュニア)(宇佐ジュニア)(宇佐ジュニア)

　　4年生以下男子ダブルス（4BD)　　4年生以下男子ダブルス（4BD)　　4年生以下男子ダブルス（4BD)　　4年生以下男子ダブルス（4BD)

2222

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

10101010

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

3333

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

25252525 27272727

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

9999

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

1111

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

17171717
21212121

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

22222222

11111111

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

5555 13131313

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

29292929 30303030
31313131

12121212

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

18181818

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

4444

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県) (宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

19191919
23232323

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県) (鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

6666 14141414

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県) (沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

26262626 28282828

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県) (佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

7777 15151515

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県) (福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

20202020
24242424

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県) (熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

8888 16161616
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(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県) (大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦



野野野野 元元元元 ああああ いいいい 甲甲甲甲 斐斐斐斐 未未未未 羽羽羽羽
白白白白 田田田田 絢絢絢絢 音音音音 小小小小 野野野野 愛愛愛愛 月月月月
(大明丘少年団)(大明丘少年団)(大明丘少年団)(大明丘少年団) (藤田研究所)(藤田研究所)(藤田研究所)(藤田研究所)

丸丸丸丸 田田田田 瑞瑞瑞瑞 貴貴貴貴 橋橋橋橋 口口口口 歩歩歩歩 和和和和
大大大大 杉杉杉杉 咲咲咲咲 衣衣衣衣 丸丸丸丸 田田田田 小小小小 晴晴晴晴
(那覇ジュニア)(那覇ジュニア)(那覇ジュニア)(那覇ジュニア) (姶良ジュニア)(姶良ジュニア)(姶良ジュニア)(姶良ジュニア)

伊伊伊伊 藤藤藤藤 心心心心 結結結結 安安安安 高高高高 有有有有 咲咲咲咲
中中中中 村村村村 優優優優 那那那那 入入入入 江江江江 眞眞眞眞 子子子子

(若竹クラブ)(若竹クラブ)(若竹クラブ)(若竹クラブ) (海老津ジュニア)(海老津ジュニア)(海老津ジュニア)(海老津ジュニア)

漆漆漆漆 野野野野 にににに ここここ 佐佐佐佐 永永永永 芽芽芽芽 佳佳佳佳
中中中中 花花花花 楓楓楓楓 首首首首 藤藤藤藤 みみみみ のののの りりりり

(WINNER)(WINNER)(WINNER)(WINNER) (判田ジュニア)(判田ジュニア)(判田ジュニア)(判田ジュニア)

松松松松 永永永永 璃璃璃璃 音音音音 香香香香 村村村村 心心心心 夏夏夏夏
山山山山 本本本本 莉莉莉莉 琴琴琴琴 吉吉吉吉 田田田田 ゆゆゆゆ ずずずず
(中里ジュニア)(中里ジュニア)(中里ジュニア)(中里ジュニア) (彩橋シャトル)(彩橋シャトル)(彩橋シャトル)(彩橋シャトル)

坂坂坂坂 口口口口 智智智智 香香香香 入入入入 江江江江 里里里里 菜菜菜菜
成成成成 松松松松 舞舞舞舞 凛凛凛凛 渡渡渡渡 河河河河 唯唯唯唯 果果果果
(山内ジュニア)(山内ジュニア)(山内ジュニア)(山内ジュニア) (ARROWS)(ARROWS)(ARROWS)(ARROWS)

小小小小 谷谷谷谷 野野野野 莉莉莉莉 帆帆帆帆 原原原原 口口口口 結結結結 衣衣衣衣
甲甲甲甲 斐斐斐斐 小小小小 耶耶耶耶 志志志志 岐岐岐岐 沙沙沙沙 良良良良
(坂ノ市ＪＢＣ)(坂ノ市ＪＢＣ)(坂ノ市ＪＢＣ)(坂ノ市ＪＢＣ) (鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)

春春春春 山山山山 美美美美 月月月月 田田田田 中中中中 いいいい ちちちち かかかか
田田田田 村村村村 心心心心 音音音音 谷谷谷谷 本本本本 月月月月 渚渚渚渚
(しおみキャッツ)(しおみキャッツ)(しおみキャッツ)(しおみキャッツ) (植柳ジュニア)(植柳ジュニア)(植柳ジュニア)(植柳ジュニア)

淡淡淡淡 路路路路 佳佳佳佳 乃乃乃乃 是是是是 永永永永 栞栞栞栞 里里里里
古古古古 谷谷谷谷 詩詩詩詩 薗薗薗薗 村村村村 里里里里 真真真真 綾綾綾綾

(藤田研究所)(藤田研究所)(藤田研究所)(藤田研究所) (ＣＯＬＯＲＳ)(ＣＯＬＯＲＳ)(ＣＯＬＯＲＳ)(ＣＯＬＯＲＳ)

古古古古 賀賀賀賀 優優優優 里里里里 菜菜菜菜 平平平平 野野野野 希希希希 歩歩歩歩
安安安安 藤藤藤藤 蓮蓮蓮蓮 上上上上 田田田田 百百百百 々々々々

(鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ) (アローズジュニア)(アローズジュニア)(アローズジュニア)(アローズジュニア)

村村村村 山山山山 ああああ みみみみ 野野野野 添添添添 すすすす ずずずず
堂堂堂堂 地地地地 恋恋恋恋 維維維維 山山山山 戸戸戸戸 果果果果 歩歩歩歩
(大明丘少年団)(大明丘少年団)(大明丘少年団)(大明丘少年団) (玉東ジュニア)(玉東ジュニア)(玉東ジュニア)(玉東ジュニア)

二二二二 村村村村 玲玲玲玲 央央央央 八八八八 木木木木 美美美美 樹樹樹樹
衛衛衛衛 藤藤藤藤 明明明明 璃璃璃璃 小小小小 島島島島 優優優優 奈奈奈奈
(日出ジュニア)(日出ジュニア)(日出ジュニア)(日出ジュニア) (山内ジュニア)(山内ジュニア)(山内ジュニア)(山内ジュニア)

上上上上 原原原原 一一一一 華華華華 松松松松 田田田田 清清清清 良良良良
中中中中 村村村村 信信信信 音音音音 宮宮宮宮 里里里里 紗紗紗紗 生生生生
(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア) (彩橋シャトル)(彩橋シャトル)(彩橋シャトル)(彩橋シャトル)

松松松松 尾尾尾尾 彩彩彩彩 聖聖聖聖 川川川川 田田田田 彩彩彩彩 音音音音
小小小小 田田田田 歩歩歩歩 菜菜菜菜 松松松松 山山山山 結結結結 奈奈奈奈
(鹿町ジュニア)(鹿町ジュニア)(鹿町ジュニア)(鹿町ジュニア) (しおみキャッツ)(しおみキャッツ)(しおみキャッツ)(しおみキャッツ)

岡岡岡岡 村村村村 青青青青 泉泉泉泉 後後後後 藤藤藤藤 亜亜亜亜 琥琥琥琥
大大大大 田田田田 莉莉莉莉 帆帆帆帆 田田田田 中中中中 愛愛愛愛
(ＫＴジュニア)(ＫＴジュニア)(ＫＴジュニア)(ＫＴジュニア) (光岡ジュニア)(光岡ジュニア)(光岡ジュニア)(光岡ジュニア)

水水水水 田田田田 杏杏杏杏 那那那那 横横横横 路路路路 昊昊昊昊 和和和和
梶梶梶梶 原原原原 花花花花 南南南南 馬馬馬馬 場場場場 結結結結 渚渚渚渚
(ＣＯＬＯＲＳ)(ＣＯＬＯＲＳ)(ＣＯＬＯＲＳ)(ＣＯＬＯＲＳ) (川内ジュニア)(川内ジュニア)(川内ジュニア)(川内ジュニア)

　　6年生以下女子ダブルス（6GD)　　6年生以下女子ダブルス（6GD)　　6年生以下女子ダブルス（6GD)　　6年生以下女子ダブルス（6GD)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県) (宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

1111 9999

25252525 27272727

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県) (鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

17171717
21212121

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県) (福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

2222 10101010

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県) (大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県) (沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

3333 11111111

29292929 30303030
31313131

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県) (長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

18181818
22222222

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県) (佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

4444 12121212

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県) (熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県) (福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

5555 13131313

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

6666 14141414

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県) (長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

19191919
23232323

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県) (沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦
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(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

26262626 28282828

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県) (鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

20202020
24242424

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県) (大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

8888 16161616

7777 15151515



益益益益 満満満満 小小小小 蘭蘭蘭蘭 藤藤藤藤 川川川川 穂穂穂穂 香香香香
水水水水 原原原原 七七七七 菜菜菜菜 藤藤藤藤 川川川川 優優優優 香香香香
(海老津ジュニア)(海老津ジュニア)(海老津ジュニア)(海老津ジュニア) (新宮ジュニア)(新宮ジュニア)(新宮ジュニア)(新宮ジュニア)

山山山山 田田田田 麻麻麻麻 衣衣衣衣 長長長長 野野野野 希希希希 美美美美
増増増増 岡岡岡岡 美美美美 月月月月 戸戸戸戸 髙髙髙髙 澪澪澪澪
(多久スポーツピア)(多久スポーツピア)(多久スポーツピア)(多久スポーツピア) (日出ジュニア)(日出ジュニア)(日出ジュニア)(日出ジュニア)

原原原原 明明明明 緒緒緒緒 里里里里 櫻櫻櫻櫻 井井井井 鈴鈴鈴鈴
田田田田 中中中中 千千千千 愛愛愛愛 兵兵兵兵 働働働働 綺綺綺綺 花花花花
(ミッキークラブ)(ミッキークラブ)(ミッキークラブ)(ミッキークラブ) (川上ジュニア)(川上ジュニア)(川上ジュニア)(川上ジュニア)

本本本本 城城城城 羽羽羽羽 美美美美 椎椎椎椎 葉葉葉葉 絢絢絢絢 音音音音
坂坂坂坂 田田田田 結結結結 愛愛愛愛 古古古古 堅堅堅堅 結結結結 華華華華
(三股バードウイング)(三股バードウイング)(三股バードウイング)(三股バードウイング) (あたごBC)(あたごBC)(あたごBC)(あたごBC)

柚柚柚柚 木木木木 愛愛愛愛 唯唯唯唯 米米米米 良良良良 茉茉茉茉 南南南南
永永永永 松松松松 世世世世 菜菜菜菜 奥奥奥奥 野野野野 莉莉莉莉 央央央央
(大在ジュニア)(大在ジュニア)(大在ジュニア)(大在ジュニア) (UNAID宮崎)(UNAID宮崎)(UNAID宮崎)(UNAID宮崎)

金金金金 城城城城 咲咲咲咲 穂穂穂穂 木木木木 村村村村 怜怜怜怜 愛愛愛愛
宮宮宮宮 原原原原 和和和和 益益益益 満満満満 葉葉葉葉 月月月月
(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア) (鹿児島ジュニア)(鹿児島ジュニア)(鹿児島ジュニア)(鹿児島ジュニア)

橋橋橋橋 本本本本 杏杏杏杏 藤藤藤藤 井井井井 杏杏杏杏 樹樹樹樹
山山山山 口口口口 聖聖聖聖 夏夏夏夏 井井井井 上上上上 華華華華 凜凜凜凜

(SBC)(SBC)(SBC)(SBC) (タマナジュニア)(タマナジュニア)(タマナジュニア)(タマナジュニア)

濵濵濵濵 﨑﨑﨑﨑 茉茉茉茉 羽羽羽羽 金金金金 城城城城 星星星星 頼頼頼頼
横横横横 路路路路 雅雅雅雅 波波波波 平平平平 ゆゆゆゆ なななな ここここ
(川内ジュニア)(川内ジュニア)(川内ジュニア)(川内ジュニア) (糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)

菊菊菊菊 田田田田 詩詩詩詩 織織織織 金金金金 城城城城 娃娃娃娃 星星星星
宮宮宮宮 﨑﨑﨑﨑 弥弥弥弥 生生生生 大大大大 崎崎崎崎 志志志志 保保保保

(WINNER)(WINNER)(WINNER)(WINNER) (糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)

仮仮仮仮 屋屋屋屋 園園園園 礼礼礼礼 道道道道 竹竹竹竹 中中中中 千千千千 種種種種
松松松松 木木木木 ああああ みみみみ 中中中中 村村村村 花花花花 音音音音
(国富スマッシュ)(国富スマッシュ)(国富スマッシュ)(国富スマッシュ) (吉野東少年団)(吉野東少年団)(吉野東少年団)(吉野東少年団)

久久久久 留留留留 須須須須 いいいい よよよよ 菜菜菜菜 松松松松 葉葉葉葉 悠悠悠悠 月月月月
京京京京 田田田田 莉莉莉莉 子子子子 田田田田 中中中中 悠悠悠悠 月月月月
(シャトル国分少年団)(シャトル国分少年団)(シャトル国分少年団)(シャトル国分少年団) (ＫＵＲＥＹＯＮ)(ＫＵＲＥＹＯＮ)(ＫＵＲＥＹＯＮ)(ＫＵＲＥＹＯＮ)

寺寺寺寺 﨑﨑﨑﨑 琉琉琉琉 衣衣衣衣 草草草草 野野野野 詩詩詩詩 月月月月
石石石石 松松松松 季季季季 紗紗紗紗 栗栗栗栗 山山山山 樹樹樹樹 梨梨梨梨
(基山ジュニア)(基山ジュニア)(基山ジュニア)(基山ジュニア) (光岡ジュニア)(光岡ジュニア)(光岡ジュニア)(光岡ジュニア)

中中中中 間間間間 梓梓梓梓 巴巴巴巴 辻辻辻辻 心心心心 海海海海
中中中中 間間間間 那那那那 月月月月 有有有有 馬馬馬馬 牡牡牡牡 丹丹丹丹
(中里ジュニア)(中里ジュニア)(中里ジュニア)(中里ジュニア) (鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)(鳥栖キラリ)

佐佐佐佐 藤藤藤藤 唯唯唯唯 愛愛愛愛 富富富富 松松松松 蓮蓮蓮蓮
小小小小 野野野野 琴琴琴琴 美美美美 鈴鈴鈴鈴 木木木木 結結結結 愛愛愛愛
(若宮ジュニア)(若宮ジュニア)(若宮ジュニア)(若宮ジュニア) (WINNER)(WINNER)(WINNER)(WINNER)

稗稗稗稗 田田田田 琉琉琉琉 花花花花 金金金金 子子子子 夕夕夕夕 海海海海
川川川川 地地地地 茉茉茉茉 花花花花 砂砂砂砂 田田田田 光光光光 里里里里
(中間ジュニア)(中間ジュニア)(中間ジュニア)(中間ジュニア) (オールグローズ)(オールグローズ)(オールグローズ)(オールグローズ)

金金金金 城城城城 芙芙芙芙 羽羽羽羽 子子子子 川川川川 野野野野 愛愛愛愛 奈奈奈奈
平平平平 良良良良 優優優優 奈奈奈奈 今今今今 長長長長 谷谷谷谷 美美美美 空空空空
(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア) (岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)(岡垣ジュニア)

　　5年生以下女子ダブルス（5GD)　　5年生以下女子ダブルス（5GD)　　5年生以下女子ダブルス（5GD)　　5年生以下女子ダブルス（5GD)

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県) (福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

1111 9999

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

17171717
21212121

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県) (佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県) (宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

3333 11111111

2222 10101010

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県) (長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

25252525 27272727

29292929 30303030
31313131

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県) (鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

18181818
22222222

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

4444 12121212

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県) (沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県) (沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)

5555 13131313

(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県) (鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

19191919
23232323

(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県) (宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

6666 14141414

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県) (佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

7777 15151515

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県) (大分県)(大分県)(大分県)(大分県)

26262626 28282828

(大分県)(大分県)(大分県)(大分県) (熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県)

20202020
24242424

(福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県) (長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県)

8888 16161616

(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県)(沖縄県) (福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)

三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦
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石石石石 橋橋橋橋 結結結結 陽陽陽陽 立立立立 石石石石 小小小小 夏夏夏夏
伊伊伊伊 津津津津 野野野野 心心心心 春春春春 河河河河 波波波波 ああああ いいいい

(Dream Bear)(Dream Bear)(Dream Bear)(Dream Bear) (ＣＯＬＯＲＳ)(ＣＯＬＯＲＳ)(ＣＯＬＯＲＳ)(ＣＯＬＯＲＳ)

梅梅梅梅 﨑﨑﨑﨑 楓楓楓楓 生生生生 酒酒酒酒 井井井井 結結結結 麻麻麻麻
松松松松 尾尾尾尾 ゆゆゆゆ めめめめ かかかか 藤藤藤藤 田田田田 ああああ かかかか りりりり
(多久スポーツピア)(多久スポーツピア)(多久スポーツピア)(多久スポーツピア) (基山ジュニア)(基山ジュニア)(基山ジュニア)(基山ジュニア)

中中中中 島島島島 つつつつ ばばばば きききき 柳柳柳柳 田田田田 玲玲玲玲 音音音音
林林林林 なななな なななな 子子子子 松松松松 迫迫迫迫 小小小小 羽羽羽羽 音音音音
(矢上小クラブ)(矢上小クラブ)(矢上小クラブ)(矢上小クラブ) (三股バードウイング)(三股バードウイング)(三股バードウイング)(三股バードウイング)

幸幸幸幸 地地地地 悠悠悠悠 珠珠珠珠 小小小小 森森森森 麗麗麗麗 葉葉葉葉
比比比比 嘉嘉嘉嘉 紗紗紗紗 那那那那 鶴鶴鶴鶴 丸丸丸丸 桐桐桐桐 子子子子
(恩納シャトル)(恩納シャトル)(恩納シャトル)(恩納シャトル) (T&M)(T&M)(T&M)(T&M)

引引引引 地地地地 陽陽陽陽 愛愛愛愛 庭庭庭庭 瀬瀬瀬瀬 怜怜怜怜
宮宮宮宮 内内内内 陽陽陽陽 菜菜菜菜 子子子子 吉吉吉吉 良良良良 和和和和 椛椛椛椛
(川内ジュニア)(川内ジュニア)(川内ジュニア)(川内ジュニア) (ＪＢＣ鶴谷)(ＪＢＣ鶴谷)(ＪＢＣ鶴谷)(ＪＢＣ鶴谷)

立立立立 石石石石 朱朱朱朱 優優優優 佐佐佐佐 藤藤藤藤 伶伶伶伶 美美美美
伊伊伊伊 藤藤藤藤 心心心心 希希希希 中中中中 村村村村 心心心心 晴晴晴晴
(ＪＢＣプラム)(ＪＢＣプラム)(ＪＢＣプラム)(ＪＢＣプラム) (おぐにジュニア)(おぐにジュニア)(おぐにジュニア)(おぐにジュニア)

出出出出 口口口口 凛凛凛凛 安安安安 樂樂樂樂 郁郁郁郁 花花花花
髙髙髙髙 松松松松 彩彩彩彩 羽羽羽羽 持持持持 増増増増 叶叶叶叶 愛愛愛愛
(東大分ＪＢＣ)(東大分ＪＢＣ)(東大分ＪＢＣ)(東大分ＪＢＣ) (西陵少年団)(西陵少年団)(西陵少年団)(西陵少年団)

黒黒黒黒 木木木木 咲咲咲咲 希希希希 山山山山 城城城城 澪澪澪澪 奈奈奈奈
西西西西 村村村村 美美美美 心心心心 金金金金 城城城城 澄澄澄澄 星星星星
(レッドバード佐土原)(レッドバード佐土原)(レッドバード佐土原)(レッドバード佐土原) (糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)(糸満ジュニア)

用用用用 松松松松 栞栞栞栞 菜菜菜菜 中中中中 野野野野 悠悠悠悠 里里里里 奈奈奈奈
法法法法 花花花花 津津津津 百百百百 合合合合 子子子子 笹笹笹笹 原原原原 未未未未 羽羽羽羽
(中島ジュニア)(中島ジュニア)(中島ジュニア)(中島ジュニア) (ＡＢＣさつま)(ＡＢＣさつま)(ＡＢＣさつま)(ＡＢＣさつま)

伊伊伊伊 津津津津 野野野野 眞眞眞眞 凛凛凛凛 西西西西 浦浦浦浦 穂穂穂穂 奈奈奈奈 実実実実
清清清清 水水水水 椛椛椛椛 楓楓楓楓 松松松松 尾尾尾尾 七七七七 海海海海

(Dream Bear)(Dream Bear)(Dream Bear)(Dream Bear) (アルカディア)(アルカディア)(アルカディア)(アルカディア)

碩碩碩碩 希希希希 光光光光 中中中中 村村村村 咲咲咲咲 希希希希
丸丸丸丸 田田田田 夏夏夏夏 希希希希 西西西西 銘銘銘銘 慶慶慶慶

(西陵少年団)(西陵少年団)(西陵少年団)(西陵少年団) (ごさまるスマッシュ)(ごさまるスマッシュ)(ごさまるスマッシュ)(ごさまるスマッシュ)

堀堀堀堀 田田田田 彩彩彩彩 夢夢夢夢 中中中中 村村村村 李李李李 々々々々 華華華華
友友友友 納納納納 華華華華 音音音音 遠遠遠遠 山山山山 響響響響
(川上ジュニア)(川上ジュニア)(川上ジュニア)(川上ジュニア) (宮地ジュニア)(宮地ジュニア)(宮地ジュニア)(宮地ジュニア)

野野野野 田田田田 結結結結 菜菜菜菜 藤藤藤藤 島島島島 椿椿椿椿
安安安安 藤藤藤藤 香香香香 梛梛梛梛 子子子子 林林林林 田田田田 羽羽羽羽 希希希希
(ネィバーキッズ)(ネィバーキッズ)(ネィバーキッズ)(ネィバーキッズ) (藤田研究所)(藤田研究所)(藤田研究所)(藤田研究所)

松松松松 原原原原 彩彩彩彩 芭芭芭芭 板板板板 井井井井 夕夕夕夕 莉莉莉莉
盛盛盛盛 田田田田 ああああ かかかか りりりり 幾幾幾幾 田田田田 苺苺苺苺 花花花花
(都城スマッシュ)(都城スマッシュ)(都城スマッシュ)(都城スマッシュ) (ＢＣ臼杵)(ＢＣ臼杵)(ＢＣ臼杵)(ＢＣ臼杵)

酒酒酒酒 匂匂匂匂 祐祐祐祐 依依依依 小小小小 川川川川 陽陽陽陽 菜菜菜菜 乃乃乃乃
有有有有 木木木木 優優優優 真真真真 田田田田 中中中中 乙乙乙乙 羽羽羽羽

(吉野少年団)(吉野少年団)(吉野少年団)(吉野少年団) (中間ジュニア)(中間ジュニア)(中間ジュニア)(中間ジュニア)

葛葛葛葛 島島島島 來來來來 愛愛愛愛 中中中中 尾尾尾尾 真真真真 菜菜菜菜
中中中中 島島島島 稟稟稟稟 夏夏夏夏 伊伊伊伊 藤藤藤藤 夢夢夢夢 姫姫姫姫
(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ)(ひなときクラブ) (唐津ジュニア)(唐津ジュニア)(唐津ジュニア)(唐津ジュニア)

三位決定戦三位決定戦三位決定戦三位決定戦
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(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県) (佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)
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19191919
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(大分県)(大分県)(大分県)(大分県) (鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)
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(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)(鹿児島県)

(熊本県)(熊本県)(熊本県)(熊本県) (福岡県)(福岡県)(福岡県)(福岡県)
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1111 9999

　　4年生以下女子ダブルス（4GD)　　4年生以下女子ダブルス（4GD)　　4年生以下女子ダブルス（4GD)　　4年生以下女子ダブルス（4GD)

(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県) (佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)(佐賀県)

17171717
21212121

(長崎県)(長崎県)(長崎県)(長崎県) (宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)(宮崎県)

2222 10101010



氏名 ふりがな 学年 所属クラブ等名
1 國　分　蓮　夢 こくぶ　れむ 6 足立クラブ
2 仁　科　源　太 にしな　げんた 6 能古ジュニア
3 井　川　和　真 いがわ　かずま 6 岡垣ジュニア
4 松　尾　俊　翔 まつお　しゅんと 6 三宅ジュニア
1 北　島　拓　実 きたじま　たくみ 6 多久スポーツピア
2 倉　掛　光輝士 くらかけ　みきと 6 嬉野ジュニア
3 井　上　睦　也 いのうえ　ともや 6 唐津ジュニア
4 市　丸　　　禅 いちまる　ぜん 6 なかよし
1 森　下　遼太郎 もりした　りょうたろう 6 T&M
2 町　田　湧　心 まちだ　ゆうしん 6 ひなときクラブ
3 奥　村　美凪斗 おくむら　みなと 6 加津佐Jr
4 波多江　美　翔 はたえ　はると 6 あたごBC
1 川　野　　　逞 かわの　たくま 6 岩下クラブ
2 岡　本　拓　磨 おかもと　たくま 6 岩下クラブ
3 角　中　聖　央 かくなか　せお 6 ＷＩＮＮＥＲ
4 時　松　璃　空 ときまつ　りく 6 おぐにジュニア
1 池　永　蒼　真 いけなが　そうま 6 ＩＫＥスクール
2 飯　倉　一　翔 いいくら　かずと 6 稙田ジュニア
3 岩　田　賢　信 いわた　けんしん 6 宇佐ジュニア
4 宮　崎　功　汰 みやざき　こうた 6 別府ジュニア
1 松　田　宙　大 まつだ　ひろと 6 三股バードウイング
2 黒　田　真　司 くろだ　しんじ 6 小松台ホワイトジュニア
3 平　塚　照　悠 ひらつか　てるまさ 6 フレームクラブ
4 今　村　龍　翔 いまむら　りゅうと 6 三股バードウイング
1 住　吉　蓮　史 すみよし　れんし 6 伊敷少年団
2 宮　野　　　諒 みやの　りょう 6 大明丘少年団
3 諏　訪　光　命 すわ　らいと 6 ＲＫＲ
4 吉　田　蓮　清 よしだ　れんせい 6 南少年団
1 新　垣　輝　希 あらかき　てるき 6 那覇ジュニアＢＣ
2 佐久川　　　颯 さくがわ　そう 6 宮里バドミントンクラブ
3 町　田　清　介 まちだ　しんすけ 6 宮里バドミントンクラブ
4 瑞慶山　大　和 ずけやま　やまと 6 恩納シャトル

氏名 ふりがな 学年 所属クラブ等名
1 和田森　翔　心 わだもり しおん 5 ひびきジュニア
2 三　戸　蒼　詞 みと そうし 5 ＳＫＹ
3 篠　原　諒　成 しのはら りょうせい 5 ドリームＪＢＣ
4 赤井田　惇　詠 あかいだ じゅんえい 5 八幡西ジュニア
1 中　田　健　琉 なかた　たける 5 佐賀サンライズ
2 徳　富　千　謙 とくどみ　ちあき 5 岩松Ｂ．Ｃ
3 前　山　竜之介 まえやま　りゅうのすけ 5 川上ジュニア
4 深　川　清志郎 ふかがわ　せいしろう 5 鳥栖キラリ
1 溝　口　　　蓮 みぞぐち　れん 5 ひなときクラブ
2 空　閑　颯　輔 くが　そうすけ 5 ARROWS
3 伊　藤　　　銀 いとう　ぎん 5 チャンピオン
4 加　藤　稜　貴 かとう　りょうき 5 ひなときクラブ
1 山　村　隆　清 やまむら　りゅうせい 5 南阿蘇ジュニア
2 岡　部　　　隼 おかべ　はやと 5 KARAKAL.JBT
3 柳　　　幸太郎 やなぎ　こうたろう 5 北部ジュニア
4 角　中　琉　央 かくなか　るお 5 ＷＩＮＮＥＲ
1 松　尾　奏　風 まつお かなた 5 ＩＫＥスクール
2 左　村　希之助 さむら ののすけ 5 ＳＪひた
3 牧　　　大　地 まきだいち 5 ＢＣ春日
4 詫　間　信之介 たくましんのすけ 5 臼杵南ジュニア
1 黒　木　響　斗 くろぎ　おと 5 都城スマッシュ
2 藤　田　晏　仙 ふじた　あんせん 5 藤田研究所
3 蛯　原　心之介 えびはら　しんのすけ 5 西池ジュニア
4 盛　田　来　夢 もりた　らいむ 5 都城スマッシュ
1 石　原　達　希 いしはら　たつき 5 川内ジュニア
2 川　畑　晴　幹 かわばた　はるき 5 坂元台少年団
3 本白水　悠　太 もとしろみず　ゆうた 5 グッドウェーブ
4 堂　地　健　斗 どうち　けんと 5 大明丘少年団
1 内　間　大　貴 うちま　だいき 5 南城ジュニア
2 天　願　博　仁 てんがん　ひろひと 5 越来ドリームズ
3 多和田　真　理 たわた　しんり 5 宜野湾ジュニア
4 新　垣　偉　月 あらかき　いつき 5 泡瀬ジュニア

男子シングルス６年生以下　選手名簿
県名

福岡

佐賀

長崎

熊本

沖縄

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

男子シングルス５年生以下　選手名簿
県名

福岡

大分

宮崎

鹿児島

沖縄



氏名 ふりがな 学年 所属クラブ等名
1 田　畑　　　旬 たばた しゅん 4 足立クラブ
2 古　野　峻　德 ふるの しゅんとく 4 若竹クラブ
3 三　上　真　央 みかみ まお 4 岡垣ジュニア
4 田　川　結　都 たがわ ゆいと 3 すせんじジュニア
1 角　　　遥　稀 かど　はるき 4 嬉野ジュニア
2 木　下　煌　哉 きのした　こうや 4 なかよし
3 重　富　勇　人 しげとみ　ゆうと 4 佐賀ジュニア
4 長　戸　七　樹 ながと　ななき 4 佐賀ジュニア
1 村　本　捷　馬 むらもと　しょうま 4 ひなときクラブ
2 大　石　　　歩 おおいし　あゆむ 4 Axis
3 吉　川　蒼　真 よしかわ　そうま 3 Polaris
4 末　長　蓮之介 すえなが　れんのすけ 4 Y・Hジュニア
1 高　畠　央　侑 はかはた　おうすけ 4 ＷＩＮＮＥＲ
2 丸　塚　浩　真 まるつか　はるま 4 八代ジュニア
3 本　山　桜　大 もとやま　おうだい 4 タマナジュニア
4 坂　本　一　真 さかもと　かずま 4 八代ジュニア
1 御手洗　希　星 みたらいすばる 4 高尾山ファミリー
2 武　藤　郁　大 むとういくま 4 ＢＣ春日
3 石　井　晴　誠 いしい はるま 4 大在ジュニア
4 菅　原　　　岳 すがはら がく 3 明野ジュニア
1 串　間　太　政 くしま　たいせい 4 UNAID宮崎
2 長　谷　叶　夢 はせ　とむ 4 西池ジュニア
3 原　口　凜　久 はらぐち　りく 4 しおみキャッツ
4 古　賀　稜　大 こが　りょうた 4 UNAID宮崎
1 丸　田　創　介 まるた　そうすけ 3 姶良ジュニア
2 池　田　隼　人 いけだ　はやと 4 吉野東少年団
3 下堂薗　侑　士 しもどうぞの　ゆうし 4 伊集院少年団
4 古　川　陽之丞 ふるかわ　はるのすけ 4 大明丘少年団
1 外　間　陽　翔 ほかま　はると 4 恩納シャトル
2 松　田　涼　佑 まつだ　りょうすけ 4 彩橋シャトル
3 向　井　　　朔 むかい　さく 4 那覇ジュニアＢＣ
4 松　田　　　昴 まつだ　すばる 3 南城ジュニア

氏名 ふりがな 学年 所属クラブ等名
1 山　下　空　輝 やました そら 6 ＪＢＣ小倉
2 蔵　本　　　和 くらもと のどか 6 若竹クラブ
3 橋　本　綺　来 はしもと きら 6 ＨｙＮＥＸＴ
4 池　田　莉　琉 いけだ りる 6 足立クラブ
1 副　島　愛　梨 そえじま　あいり 6 佐賀ジュニア
2 八　坂　三　生 やさか　みお 6 春日ジュニア
3 中　尾　優　芽 なかお　ゆめ 6 唐津ジュニア
4 小　田　明　紗 おだ　めいさ 6 Ｍ・Ｔ・Ｃ
1 大　石　咲　和 おおいし　さわ 6 ひなときクラブ
2 安　永　琴　音 やすなが　ことね 6 矢上小クラブ
3 巻　澤　菜　美 まきざわ　なみ 6 鹿町ジュニア
4 吉　田　妃　来 よしだ　きこ 6 アローズJr
1 中　田　　　楓 なかた　かえで 6 SHINING熊本
2 丸　塚　美　海 まるつか　みう 6 八代ジュニア
3 宮　﨑　佑　実 みやざき　うみ 6 大津ジュニア
4 右　田　朱　蘭 みぎた　あやか 6 SCきくよう
1 髙　倉　綾　乃 たかくら あやの 6 ＩＫＥスクール
2 原　田　こはく はらだ こはく 6 ＳＪひた
3 漆　間　結　衣 うるま ゆい 6 稙田ジュニア
4 梅　野　　　泉 うめの いずみ 6 ＩＫＥスクール
1 城　村　沙　都 じょうむら　さと 6 UNAID宮崎
2 杉　本　稀　咲 すぎもと　きさき 6 ＫＵＲＥＹＯＮ
3 平　川　倖　穂 ひらかわ　さちほ 6 小松台ホワイトジュニア
4 有　川　琉衣加 ありかわ　るいか 6 西池ジュニア
1 松　戸　　　海 まつど　うみ 6 鹿児島飛翔
2 松　永　結　衣 まつなが　ゆい 6 鹿児島飛翔
3 高　田　心　海 たかだ　みう 6 ＡＢＣさつま
4 向　　　由　夏 むかい　ゆか 6 中山少年団
1 平　　　純　空 たいら　あやら 6 彩橋シャトル
2 幸　地　真　季 こうち　まき 6 那覇ジュニア
3 比　嘉　華　希 ひが　はるの 6 南城ジュニア
4 前粟藏　ゆりこ まえあわくら　ゆりこ 6 越来ドリームズ

熊本

宮崎

鹿児島

沖縄

沖縄

女子シングルス６年生以下　選手名簿

大分

宮崎

鹿児島

男子シングルス４年生以下　選手名簿
県名

福岡

佐賀

長崎

熊本

大分

県名

福岡

佐賀

長崎



氏名 ふりがな 学年 所属クラブ等名
1 福　田　椎　奈 ふくだ しいな 5 岡垣ジュニア
2 野　島　保　芳 のじま やすほ 5 春日ジュニア
3 岩　下　芽　愛 いわした めい 5 春日イーグルス
4 藤　　　由　惠 とう ゆきえ 5 ＣＯＬＯＲＳ
1 落　合　桜　詩 おちあい　みう 5 佐賀サンライズ
2 前　田　玲　乃 まえだ　れの 5 嬉野ジュニア
3 伊　藤　花　音 いとう　かのん 5 唐津ジュニア
4 山　口　咲　奈 やまぐち　さな 5 唐津ジュニア
1 吉　川　楓　華 よしかわ　ふうか 5 Polaris
2 山　中　咲　海 やまなか　さくみ 5 ひなときクラブ
3 山　下　彩　香 やました　あやか 5 諫早ジュニア
4 野　口　心　雪 のぐち　こゆき 5 高尾ジュニア
1 髙　植　あやか たかうえ　あやか 5 八代ジュニア
2 松　浦　綾　花 まつうら　あやか 5 植柳ジュニア
3 下　薗　詩　空 しもぞの　しずく 5 SCきくよう
4 髙　田　愛　菜 たかた　あいな 5 MBC
1 丸　井　悠　菜 まるい ゆな 5 中島ジュニア
2 蒲　生　咲　菜 がもう さな 5 ＩＫＥスクール
3 冷　川　結　咲 ひやかわ ゆき 5 三芳ジュニア
4 横　澤　蒼　依 よこざわ あおい 5 ＩＫＥスクール
1 永久井　　　凜 ながくい　りん 5 都城スマッシュ
2 小　原　七　海 こはら　ななみ 5 西池ジュニア
3 古　賀　楓　菜 こが　ふうな 5 UNAID宮崎
4 宇都宮　理央南 うつのみや　りおな 5 レッドバード佐土原
1 若　松　杏　奈 わかまつ　あんな 5 鹿児島飛翔
2 村　岡　由　佳 むらおか　ゆりか 5 坂元少年団
3 山　野　桜　子 やまの　さくらこ 5 伊敷台少年団
4 針　山　琉　衣 はりやま　るい 5 up.q.well
1 入　江　笑　叶 いりえ　あえか 5 越来ドリームズ
2 べレス桜ティファニー　べれすさくらてぃふぁにー 5 ごさまるスマッシュ
3 國　吉　　　杏 くによし　あん 5 糸満ジュニア
4 金　城　伊緒理 きんじょう　いおり 5 糸満ジュニア

氏名 ふりがな 学年 所属クラブ等名
1 阿　波　柚子菜 あなみ ゆずな 3 岡垣ジュニア
2 大　場　心　晴 おおば こはる 4 ＪＢＣ久留米
3 藤　　　杏　那 とう あんな 3 春日ジュニア
4 田　中　萌　花 たなか ほのか 4 羽遊人ジュニア
1 落　合　結　彩 おちあい　りな 3 佐賀サンライズ
2 松　尾　かのん まつお  かのん 3 嬉野ジュニア
3 大　坪　由　芽 おおつぼ　ゆめ 4 岩松Ｂ．Ｃ
4 山　下　舞　華 やました　まいか 4 山内ジュニア
1 髙比良　　　紫 たかひら　ゆかり 4 チャンピオン
2 東　山　琉　菜 ひがしやま　るな 3 諫早ジュニア
3 峰　　　初　華 みね　ういか 3 ARROWS
4 大　石　亜　美 おおいし　あみ 2 Axis
1 右　田　結　愛 みぎた　ゆま 4 SCきくよう
2 牧　川　実　愛 まきかわ　みあ 4 KTジュニア
3 北　山　琉　衣 きたやま　るい 4 MBC
4 隈　部　百利乃 くまべ　ゆりの 4 チーム必成
1 安　藤　颯　花 あんどう さな 4 中島ジュニア
2 神　崎　心　優 かんざき みう 4 東大分ＪＢＣ
3 河　野　彩矢乃 かわの あやの 4 東大分ＪＢＣ
4 二　村　倫　央 ふたむら りお 4 日出ジュニア
1 永久井　　　佳 ながくい　けい 3 都城スマッシュ
2 大田原　き　い おおたばら　きい 3 しおみキャッツ
3 萩　原　綾　奈 はぎはら　あやな 2 西池ジュニア
4 岡　林　莉　央 おかばやし　りお 4 レッドバード佐土原
1 隈　元　優　和 くまもと　ゆな 4 ＲＫＲ
2 井ノ上　亜　美 いのうえ　あみ 4 中山少年団
3 栗　山　怜　奈 くりやま　れな 4 ＲＫＲ
4 杉　島　希　空 すぎしま　のあ 4 大和ジュニア
5 下　村　煌　奏 しもむら　りら 4 玉江少年団
1 金　城　愛　菜 きんじょう　まな 4 糸満ジュニア
2 當　銘　ここみ とうめ　ここみ 4 彩橋シャトル
3 外　間　杏　果 ほかま　きょうか 4 恩納シャトル
4

鹿児島

長崎

熊本

大分

宮崎

沖縄

鹿児島

沖縄

女子シングルス４年生以下　選手名簿
県名

福岡

佐賀

県名

女子シングルス５年生以下　選手名簿

福岡

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎



氏名 ふりがな 学年 所属クラブ等名
春　木　俊　平 はるき　しゅんぺい 6
牧　野　隆　希 まきの　りゅうき 6
山　下　響　生 やました　ひびき 6
松　岡　大　輝 まつおか だいき 6
水　上　　　奏 みずかみ　そう 6
神　谷　悠　月 かみや　ゆづき 6
岡　部　　　稜 おかべ　りょう 6
秀　瀨　倫　士 ひでせ　りと 6
長　戸　征太朗 ながと　せいたろう 6
山　田　敦　由 やまだ　のぶよし 6
田　代　陽　大 たしろ　ようた 6
殿　川　隆　翔 とのがわ　りゅうと 6
戸石川　相　太 といしかわ　そうた 6
橋　本　孝　宝 はしもと　たから 6
津　山　翔　琉 つやま　かける 6
百　田　　　陽 ももた　はる 6
田　川　仁　葵 たがわ　とき 6
三　浦　　　大 みうら　まさる 6
松　本　辰　琥 まつもと　たつく 6
田　代　拓　己 たしろ　ひろき 6
松　久　侑　慎 まつひさ　ゆうま 6
江　川　桜　輝 えがわ　おうき 6
髙　濱　昊　樹 たかはま　こうき 6
黒　木　響　介 くろき　きょうすけ 6
鬼　塚　　　新 おにつか　しん 6
中　村　大　雅 なかむら　たいが 6
緒　方　　　涼 おがた　りょう 6
木　下　　　弦 きのした　げん 6
山　下　大　翔 やました　ひろと 6
水　本　　　遼 みずもと　りょう 6
坂　井　碧　仁 さかい　あおと 6
宮　田　翔　真 みやた　しょうま 6
合　澤　晴　太 あいざわ　せいた 6
石　井　清　誠 いしい　しょうま 6
尾　方　柊　介 おがた　しゅうすけ 6
大　橋　響　葵 おおはし　ひびき 6
梅　木　柊　平 うめき　しゅうへい 6
中　山　陽　斗 なかやま　はると 5
阿　南　湊　土 あなん　みなと 6
前　田　心　輝 まえだ　しんき 6
小野原　瑛　音 おのはら　えいと 6
松　田　　　陽 まつだ　よう 6
串　間　郁　斗 くしま　いくと 6
松　木　　　瞭 まつき　りょう 6
園　田　寛　之 そのだ　ひろゆき 6
茂　　　翔　慎 しげる　しょうま 5
三　輪　陽　大 みわ　ようた 6
串　間　瑛　斗 くしま　えいと 5
鳩　宿　　　瞬 はとや　しゅん 6
鳩　宿　　　遼 はとや　りょう 6
峰　元　遙　生 みねもと　はるき 6
伊　藤　壮　佑 いとう　　そうすけ 5
塩　屋　泰　希 しおや　たいき 6
梅　戸　尊　琉 うめと　たける 6
栗　山　蒼　真 くりやま　そうま 6
福　田　聡　史 ふくだ　そうし 6
仲　座　大　貴 なかざ　だいき 6
山　城　晴　彦 やましろ　はるひこ 5
米　須　　　匠 こめす　たくみ 6
伊良波　煌　琉 いらは　あいる 6
志喜屋　伍　斗 しきや　いっと 6
小波津　七　誠 こはつ　ななせ 6
石　坂　咲太朗 いしざか　さくたろう 6
山　城　裕太郎 やましろ　ゆうたろう 6

沖縄

1 糸満ジュニア

2 宜野湾ジュニア

3 南城ジュニア

4 恩納シャトル

鹿児島

1 鹿児島ジュニア

2 鹿児島ジュニア

3 西田少年団

4 西田少年団

宮崎

1 藤田研究所

2 国富スマッシュ

3 スカイウイング

4 国富スマッシュ

大分

1 大在ジュニア

2 日出ジュニア

3 若宮ジュニア

4 明治サンズ

熊本

1 宮地ジュニア

2 芦北ジュニア

3 北部ジュニア

4 南阿蘇ジュニア

長崎

1 チャンピオン

2 ミッキークラブ

3 喜々津ジュニア

4 オールグローズ

佐賀

1 佐賀ジュニア

2 鳥栖キラリ

3 唐津ジュニア

4 佐賀サンライズ

男子ダブルス６年生以下　選手名簿
県名

福岡

1 岡垣ジュニア

2 海老津ジュニア

3 ステラキッズ

4 春日イーグルス



氏名 ふりがな 学年 所属クラブ等名

栁　　　克　弥 やなぎ　かつや 5
濱　口　虎太郎 はまぐち　こたろう 5
成　清　虹　翔 なりきよ　こうと 5
花　田　大維司 はなだ　たいし 5
林　田　翔　亮 はやしだ　しょうすけ 5
呼　子　遥　海 よぶこ　はるか 5
穴　見　悠季人 あなみ　ゆきと 5
山　田　悠　陽 やまだ　ゆうひ 5
岩　本　琉　伽 いわもと　るか 5
森　田　琉　生 もりた　るき 5
中　村　皐　平 なかむら　こうへい 5
今　田　央　亮 いまだ　おうすけ 5
白　水　　　葵 しらみず　あおい 5
壱　崎　優　斗 いちさき　ゆうと 5

中　野　海　翔 なかの　かいと 5
吉　田　章　真 よしだ　しょうま 4
大瀬良　碧　生 おおせら　あおい 5
濵　田　優　空 はまだ  なそら 5
松　尾　　　蓮 まつお　れん 5
内　田　遥　馬 うちだ　はるま 5
後　藤　奏　佑 ごとう　そうすけ 5
迎　　　　　悠 むかえ　はる 5
高　村　　　智 たかむら　さとし 5
宇都宮　生　真 うつのみや　いくま 5
山　下　蒼　介 やました　そうすけ 5
中　川　　　悠 なかがわ　ゆう 5
志　水　優　心 しみず　ゆうしん 5
本　山　蒼　天 もとやま　そうま 5
坂　本　詩　音 さかもと　しおん 5
山　戸　柊　槻 やまと　しゅうき 5
深　町　凌　玖 ふかまち　りく 5
神　﨑　太　結 かんざき　たいむ 5
吉　長　雷　覇 よしなが　らいは 5
池　永　悠　吾 いけなが　ゆうあ 4
渡　辺　健　斗 わたなべ　けんと 5
中　尾　友　哉 なかお　ゆうや 4
松　本　裕　太 まつもと　ゆうた 5
嶋　川　智　介 しまかわ　ともすけ 5
大　重　　　駿 おおしげ　しゅん 5
松　原　蓬　大 まつばら　ぶんた 5
横　山　　　詢 よこやま　じゅん 5
日　高　翔　太 ひだか　しょうた 5
向　原　一　晴 むこうばる　いっせい 5
熊　谷　淳　平 くまがい　じゅんぺい 5

福　元　琥　珀 ふくもと　こはく 5
田　上　侑　正 たがみ　ゆうせい 5
宍　野　虎　琉 ししの　たける 5
杉　元　悠　飛 すぎもと　はるひ 5
勝　下　晴　喜 かつした　はるき 5
諏　訪　楓　芽 すわ　ふうが 5
稲　村　蓮　央 いなむら　れお 5
下　園　大　翔 しもぞの　ひろと 5
安　樂　燎　慧 あんらく　りょうえ 5
前　田　笙　佑 まえだ　そうすけ 5
今　村　大　翔 いまむら　ひろと 5
谷ノ口　虎太郎 たにのくち　こたろう 5
芝　　　佑　心 しば　ゆうしん 5
政　　　心　人 つかさ　しんと 5
永　田　雄　大 ながた　ゆうだい 5
大久保　太　晴 おおくぼ　たいせい 5
新　垣　洋　昇 あらかき　ようしょう 5
金　城　和　歩 きんじょう　かずほ 5
嶺　井　都羚央 みねい　とれの 5
國　吉　快　利 くによし　かいり 5

ＩＫＥスクール

稙田ジュニア

ＢＣ臼杵

都城スマッシュ

しおみキャッツ

高城スマッシュ

ＲＫＲ

川内ジュニア

グッドウェーブ

伊集院少年団

糸満ジュニア

那覇ジュニアＢＣ

西陵少年団

吉野少年団

吉野東少年団

大明丘少年団

ひなときクラブ

アルカディア

Axis

花高シャトル

おぐにジュニア

北部ジュニア

タマナジュニア

玉東ジュニア

三芳ジュニア

1

2

3

大分

1

2

3

4

宮崎

4

熊本

1

2

3

4

長崎

1

2

3

4

1

2

3

男子ダブルス５年生以下　選手名簿

県名

福岡

1 岡垣ジュニア

2 羽遊人ジュニア

3 香住ケ丘ジュニア

4 大池ジュニア

七山モンキーズ

岩松Ｂ．Ｃ

基山ジュニア
佐賀

4

1

2

3

4

沖縄

1

2

3

4

5

6

7

8

鹿児島



氏名 ふりがな 学年 所属クラブ等名
山　下　史　恩 やました しおん 4
山　下　純　弥 やました じゅんや 4
諸　熊　凌　玖 もろくま りく 4
池　田　　　尊 いけだ たける 3
岡　崎　　　奨 おかざき たすく 4
栁　　　知　宏 やなぎ ちひろ 3
花　田　健太朗 はなだ けんたろう 4
倉　田　とうま くらた とうま 4
鬼　木　伶　充 おにき　りょうあ 4
山　下　銀　士 やました　ぎんじ 3
田　中　駿　汰 たなか　しゅんた 4
永　松　建　二 ながまつ　けんじ 4
本　庄　大　珠 ほんじょう　たいじゅ 4
古　賀　瑠　哉 こが　りゅうや 4
森　　　晴　人 もり　はると 4
井　手　宗　助 いで　そうすけ 4
山　口　翔　司 やまぐち　しょうじ 3
野　林　勇　斗 のばやし　ゆうと 3
黒　川　芯　吏 くろかわ　しんり 4
白仁田　颯　栄 しらにた　そうえい 4
尾　﨑　晴　允 おざき　はると 4
副　島　龍之介 そえじま　りゅうのすけ 3
岩　永　悠　慎 いわなが　ゆうしん 2
大　園　翔　希 おおぞの　しょうき 1
東　　　未来翔 しがし　みきと 4
中　村　太　陽 なかむら　たいよう 4
赤　坂　侑　輝 あかさか　ゆうき 3
山　﨑　淳　人 やまさき　あつと 3
森　下　善　吏 もりした　せり 4
志　戸　煌　人 しど　あきと 4
佐々木　天　斗 ささき　たかと 4
前　田　康　太 まえだ　こうた 3
馬　田　雄　晟 まだ　ゆうせい 4
古　寺　智　武 ふるてら　さとむ 4
石　川　　　輝 いしかわ　ひかる 3
安　藤　颯　空 あんどう　りく 3
横　澤　明　季 よこざわ　はるき 2
髙　波　瑠　禾 たかなみ　るか 3
浦　邊　力　一 うらべ　りひと 4
嶋　村　柊　吾 しまむら　しゅうご 3
濱　田　　　楓 はまだ　かえで 4
茂　　　琉　翔 しげる　りゅうと 3
古　谷　　　奏 こたに　かなで 3
甲　斐　羽　槻 かい　はづき　 2
福　森　唯　斗 ふくもり　ゆいと 4
宮　本　晃　弥 みやもと　あきや 4
中　園　羚　南 なかぞの　りょうな 4
松　迫　　　翼 まつざこ　つばさ 3
益　満　輝　月 ますみつ　らいき 4
堂　園　親　正 どうぞの　ちかまさ 4
林　　　虎　珀 はやし　こはく 4
六反田　優　詩 ろくたんだ　うた 4
樋　口　輝　音 ひぐち　らいと 3
下永田　晟　旺 しもながた　せお 2
田　上　知　史 たがみ　ともひろ 4
石　原　栄　弥 いしはら　はるや 2
中ノ上　拳志郎 なかのうえ けんしろう 4
本　田　一　颯 ほんだ　いぶき 4
村　田　真之介 むらた　しんのすけ 4
向　井　天　志 むかい　そうし 3
伊　敷　友　希 いしき　ともき 3
国　吉　優　真 くによし　ゆうま　 3
湧　武　大　也 わくたけ　だいや 4
久　山　龍　人 ひさやま　りゅうと 3

1 那覇ジュニアＢＣ

2 那覇ジュニアＢＣ

3 キクムラジュニア

1 鹿児島ジュニア

2 吉野東少年団

3 ＲＫＲ

4 川内ジュニア

鹿児島

5 武岡台少年団

宮崎

1 スカイウイング

2 藤田研究所

3 田野バドミントン

4 三股バードウイング

大分

1 宇佐ジュニア

2 中島ジュニア

3 ＩＫＥスクール

4 臼杵南ジュニア

3 ARROWS

4 シャトルズ

熊本

1 おぐにジュニア

2 不知火ジュニア

3 宮地ジュニア

4 Dream Bear

男子ダブルス４年生以下　選手名簿
県名

福岡

1 ネィバーキッズ

2 ＪＢＣ小倉

3 岡垣ジュニア

4 春日ジュニア

佐賀

1 七山モンキーズ

2 佐賀サンライズ

3 鳥栖キラリ

4

4

沖縄

東川登ジュニア

長崎

1 鹿町ジュニア

2 高尾ジュニア



氏名 　 学年 所属クラブ等名
水　田　杏　那 みずた あんな 6
梶　原　花　南 かじわら はな 6
是　永　栞　里 これなが しおり 6
村　里　真　綾 むらさと まあや 6
伊　藤　心　結 いとう みゆ 6
中　村　優　那 なかむら ゆな 6
安　高　有　咲 あたか ありさ 6
入　江　眞　子 いりえ まこ 6
八　木　美　樹 やぎ　みき 6
小　島　優　奈 こじま　ゆな 6
坂　口　智　香 さかぐち　のりか 6
成　松　舞　凛 なりまつ　まりん 6
原　口　結　衣 はらぐち　ゆい 6
志　岐　沙　良 しき　さら 6
古　賀　優里菜 こが　ゆりな 6
安　藤　　　蓮 あんどう　れん 6
松　永　璃　音 まつなが　りおん 6
山　本　莉　琴 やまもと　りこ 6
入　江　里　菜 いりえ　りな 6
渡　河　唯　果 わたりがわ　ゆいか 6
松　尾　彩　聖 まつお　あやせ 6
小　田　歩　菜 おだ　あゆな 6
平　野　希　歩 ひらの　きほ 6
上　田　百　々 うえだ　もも 6
田　中　いちか たなか　いちか 6
谷　本　月　渚 たにもと　るな 6
漆　野　に　こ うるしの　にこ 6
中　　　花　楓 なか　かえで 6
野　添　す　ず のぞえ　すず 6
山　戸　果　歩 やまと　かほ 6
岡　村　青　泉 おかむら　あおい 6
大　田　莉　帆 おおた　りほ 6
二　村　玲　央 ふたむら　れお 6
衛　藤　明　璃 えとう　あかり 6
佐　永　芽　佳 さなが　めいか 6
首　藤　みのり しゅとう　みのり 6
小谷野　莉　帆 こやの　りほ 6
甲　斐　小　耶 かい　さや 6
後　藤　亜　琥 ごとう　あこ 6
田　中　　　愛 たなか　あい 6
甲　斐　未　羽 かい　みはね 6
小　野　愛　月 おの　あづき 6
淡　路　佳　乃 あわじ　よしの 6
古　谷　詩　薗 こたに　しおん 6
春　山　美　月 はるやま　みつき 6
田　村　心　音 たむら　ここね 6
川　田　彩　音 かわだ　あやね 6
松　山　結　奈 まつやま　ゆな 6
野　元　あ　い のもと　あい 6
白　田　絢　音 しらた　あやね 6
横　路　昊　和 よこじ　ひより 6
馬　場　結　渚 ばば　ゆいな 6
村　山　あ　み むらやま　あみ 6
堂　地　恋　維 どうち　れい 6
橋　口　歩　和 はしぐち　ゆわ 6
丸　田　小　晴 まるた　こはる 6
香　村　心　夏 かむら　ここな 6
吉　田　ゆ　ず よしだ　ゆず 6
上　原　一　華 うえはら　いちか 6
中　村　信　音 なかむら　のん 6
松　田　清　良 まつだ　きよら 6
宮　里　紗　生 みやざと　さき 6
丸　田　瑞　貴 まるた　みずき 6
大　杉　咲　衣 おおすぎ　さえ 5

沖縄

1 彩橋シャトル

2 糸満ジュニア

3 彩橋シャトル

4 那覇ジュニア

鹿児島

1 大明丘少年団

2 川内ジュニア

3 大明丘少年団

4 姶良ジュニア

宮崎

1 藤田研究所

2 藤田研究所

3 しおみキャッツ

4 しおみキャッツ

大分

1 日出ジュニア

2 判田ジュニア

3 坂ノ市ＪＢＣ

4 光岡ジュニア

熊本

1 植柳ジュニア

2 WINNER

3 玉東ジュニア

4 ＫＴジュニア

長崎

1 中里ジュニア

2 ARROWS

3 鹿町ジュニア

4 アローズジュニア

佐賀

1 山内ジュニア

2 山内ジュニア

3 鳥栖キラリ

4 鳥栖キラリ

女子ダブルス６年生以下　選手名簿
県名

福岡

1 ＣＯＬＯＲＳ

2 ＣＯＬＯＲＳ

3 若竹クラブ

4 海老津ジュニア



氏名 ふりがな 学年 所属クラブ等名
益　満　小　蘭 ますみつ　こらん 5
水　原　七　菜 みずはら　なな 5
川　野　愛　奈 かわの　あんな 5
今長谷　美　空 いまはせ　みく 5
藤　川　穂　香 ふじかわ　ほのか 5
藤　川　優　香 ふじかわ　ゆうか 5
稗　田　琉　花 ひえだ　るか 5
川　地　茉　花 かわち　はな 5
辻　　　心　海 つじ　ここみ 5
有　馬　牡　丹 ありま　ぼたん 5
寺　﨑　琉　衣 てらさき　るい 5
石　松　季　紗 いしまつ　きさ 5
櫻　井　　　鈴 さくらい　りん 5
兵　働　綺　花 ひょうどう　あやか 4
山　田　麻　衣 やまだ　まい 5
増　岡　美　月 ますおか　みづき 5
椎　葉　絢　音 しいば　あやね 5
古　堅　結　華 ふるげん　ゆうか 5
中　間　梓　巴 なかま　あずは 5
中　間　那　月 なかま　なつき 5
原　　　明緒里 はら　あおり 5
田　中　千　愛 たなか　ちなり 5
金　子　夕　海 かねこ　ゆうな 5
砂　田　光　里 すなだ　ひかり 5
菊　田　詩　織 きくた　しおり 5
宮　﨑　弥　生 みやざき　やよい 5
富　松　　　蓮 とみまつ　れん 5
鈴　木　結　愛 すずき　ゆあ 5
橋　本　　　杏 はしもと　あん 5
山　口　聖　夏 やまぐち　せな 5
藤　井　杏　樹 ふじい　あんじゅ 5
井　上　華　凜 いのうえ　かりん 2
草　野　詩　月 くさの　しづき 5
栗　山　樹　梨 くりやま　じゅり 5
柚　木　愛　唯 ゆのき　めい 5
永　松　世　菜 ながまつ　せな 5
佐　藤　唯　愛 さとう　いちか 5
小　野　琴　美 おの　ことみ 5
長　野　希　美 ながの　のぞみ 5
戸　髙　　　澪 とだか　みお 5
米　良　茉　南 めら　まなみ 5
奥　野　莉　央 おくの　りお 5
本　城　羽　美 ほんじょう　うみ 5
坂　田　結　愛 さかた　むあ 4
松　葉　悠　月 まつば　ゆづき 5
田　中　悠　月 たなか　ゆづき 5
仮屋園　礼　道 かりやぞの　あつな 5
松　木　あ　み まつき　あみ 4
濵　﨑　茉　羽 はまさき　まわ 5
横　路　　　雅 よこじ　みやび 4
木　村　怜　愛 きむら　れいあ 5
益　満　葉　月 ますみつ　はづき 5
久留須　いよ菜 くるす　いよな 5
京　田　莉　子 きょうだ　りこ 5
竹　中　千　種 たけなか　ちぐさ 5
中　村　花　音 なかむら　かのん 5
金　城　芙羽子 きんじょう　ふうこ 5
平　良　優　奈 たいら　ゆな 5
金　城　星　頼 きんじょう　せいら 5
波　平　ゆなこ なみひら　ゆなこ 5
金　城　娃　星 きんじょう　あいら 5
大　崎　志　保 おおさき　しほ 5
金　城　咲　穂 きんじょう　さきほ 5
宮　原　　　和 みやはら　のどか 5

沖縄

1 糸満ジュニア

2 糸満ジュニア

3 糸満ジュニア

4 糸満ジュニア

鹿児島

1 川内ジュニア

2 鹿児島ジュニア

3 シャトル国分少年団

4 吉野東少年団

宮崎

1 UNAID宮崎

2 三股バードウイング

3 ＫＵＲＥＹＯＮ

4 国富スマッシュ

大分

1 光岡ジュニア

2 大在ジュニア

3 若宮ジュニア

4 日出ジュニア

熊本

1 WINNER

2 WINNER

3 SBC

4 タマナジュニア

長崎

1 あたごBC

2 中里ジュニア

3 ミッキークラブ

4 オールグローズ

佐賀

1 鳥栖キラリ

2 基山ジュニア

3 川上ジュニア

4 多久スポーツピア

女子ダブルス５年生以下　選手名簿
県名

福岡

1 海老津ジュニア

2 岡垣ジュニア

3 新宮ジュニア

4 中間ジュニア



氏名 ふりがな 学年 所属クラブ等名
立　石　小　夏 たていし こなつ 4
河　波　あ　い かわなみ あい 4
野　田　結　菜 のだ ゆな 4
安　藤　香梛子 あんどう かなこ 4
立　石　朱　優 たていし あゆ 4
伊　藤　心　希 いとう ここみ 3
小　川　陽菜乃 おがわ ひなの 4
田　中　乙　羽 たなか おとは 4
中　尾　真　菜 なかお　まな 4
伊　藤　夢　姫 いとう　ゆうひ 3
堀　田　彩　夢 ほった　あやめ 3
友　納　華　音 とものう　かのん 3
酒　井　結　麻 さかい　ゆま 4
藤　田　あかり ふじた　あかり 4
梅　﨑　楓　生 うめざき　ふう 4
松　尾　ゆめか まつお　ゆめか 4
葛　島　來　愛 くずしま　くれあ 4
中　島　稟　夏 なかしま　うか 4
小　森　麗　葉 こもり　うるは 4
鶴　丸　桐　子 つるまる　とうこ 4
中　島　つばき なかしま　つばき 4
林　　　なな子 はやし　ななこ 4
西　浦　穂奈実 にしうら　ほなみ　 4
松　尾　七　海 まつお　ななみ 4
石　橋　結　陽 いしばし　ゆうひ 4
伊津野　心　春 いづの　こはる 4
中　村　李々華 なかむら　りりか　 4
遠　山　　　響 とおやま　ひびき 4
佐　藤　伶　美 さとう　れみ 4
中　村　心　晴 なかむら　こはる 2
伊津野　眞　凛 いづの　まおり 3
清　水　椛　楓 しみず　かえで 3
用　松　栞　菜 もちまつ　かんな 4
法花津　百合子 ほけつ　ゆりこ 3
庭　瀬　　　怜 にわせ　れい 4
吉　良　和　椛 きら　わかば 4
板　井　夕　莉 いたい　ゆり 4
幾　田　苺　花 いくた　まいか 4
出　口　　　凛 でぐち　りん 4
髙　松　彩　羽 たかまつ　いろは 4
黒　木　咲　希 くろぎ　さき 4
西　村　美　心 にしむら　みこ 4
藤　島　　　椿 ふじしま　つばき 4
林　田　羽　希 はやしだ　うき 4
柳　田　玲　音 やなぎた　れいら 4
松　迫　小羽音 まつざこ　こはね 4
松　原　彩　芭 まつばら　いろは 4
盛　田　あかり もりた　あかり 4
中　野　悠里奈 なかの　ゆりな 4
笹　原　未　羽 ささはら　みう 3
引　地　陽　愛 ひきち　まりあ 3
宮　内　陽菜子 みやうち　ひなこ 2
碩　　　希　光 せき　きらり 4
丸　田　夏　希 まるた　なつき 4
安　樂　郁　花 あんらく　あやか 4
持　増　叶　愛 もちます　とあ 4
酒　匂　祐　依 さこう　ゆい 4
有　木　優　真 ありき　ゆま 4
山　城　澪　奈 やましろ　みおな 4
金　城　澄　星 きんじょう　きよら 3
幸　地　悠　珠 こうち　ゆじゅ 4
比　嘉　紗　那 ひが　さな 4
中　村　咲　希 なかむら　さき 3
西　銘　　　慶 にしめ　けい 3

鹿児島

吉野少年団

3 ごさまるスマッシュ

1 ＡＢＣさつま

2 川内ジュニア

3 西陵少年団

4 西陵少年団

5

1 糸満ジュニア

2 恩納シャトル

1 レッドバード佐土原

2 藤田研究所

3 三股バードウイング

4 都城スマッシュ

女子ダブルス４年生以下　選手名簿
県名

福岡

1 ＣＯＬＯＲＳ

2 ネィバーキッズ

3

宮崎

熊本

1 Dream Bear

2 宮地ジュニア

3 おぐにジュニア

4 Dream Bear

大分

1 中島ジュニア

2 ＪＢＣ鶴谷

3 ＢＣ臼杵

4 東大分ＪＢＣ

長崎

1 ひなときクラブ

2 T&M

3 矢上小クラブ

4 アルカディア

佐賀

1 唐津ジュニア

2 川上ジュニア

3 基山ジュニア

4 多久スポーツピア

ＪＢＣプラム

4 中間ジュニア

4

沖縄



平成27年度　第32回全九州小学生バドミントン選手権大会（宮崎大会）

種別種別種別種別 優勝優勝優勝優勝 準優勝準優勝準優勝準優勝 第3位第3位第3位第3位 第4位第4位第4位第4位 第5位第5位第5位第5位

氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名）

6年生以下男子　単 森口　航士朗　（熊本） 阿部　允耶　（佐賀） 小野原　寛斗　（宮崎） 江口　心　（熊本） 山口　空流　（鹿児島）

5年生以下男子　単 城戸　郁也　（熊本） 川邊　悠陽　（大分） 山下　勝勲　（佐賀） 栗山　寿一　（大分） 辻　雅輝　（長崎）

4年生以下男子　単 田上　翔和　（熊本） 本多　イオ　（宮崎） 川本　諒太　（長崎） 田中　陽樹　（佐賀） 江口　大　（熊本）

6年生以下女子　単 満田　眞凜　（熊本） 秋好　美有　（佐賀） 伊藤　海咲　（熊本） 平田　千夏　（鹿児島） 橋野　光　（鹿児島）

5年生以下女子　単 永渕　妃香　（佐賀） 檜垣　希望　（宮崎） 竹下　ほのか　（熊本） 土田　美幸　（熊本） 笹原　愛夏　（鹿児島）

4年生以下女子　単 今泉　明日香　（佐賀） 秋保　奈々　（鹿児島） 東　玲美　（鹿児島） 武末　藍　（宮崎） 田口　真彩　（宮崎）

峰元　智生　（鹿児島） 稲嶺　盛斗　（沖縄） 中村　亮哉　（熊本） 田所　秀翔　（熊本） 上田　好誠　（佐賀）

平岡　廉人　（鹿児島） 仲里　悠平　（沖縄） 藤本　純　（熊本） 米村　和真　（熊本） 岡本　仁誠　（佐賀）

永田　怜音　（鹿児島） 山口　竜蔵　（熊本） 後藤　遥斗　（大分） 東保　佑典　（大分） 深山　創希　（長崎）

植田　温大　（鹿児島） 堀口　恭生　（熊本） 小野 隆之介　（大分） 向野　直杜　（大分） 永吉　晟也　（長崎）

中村　光惺　（熊本） 鋤崎　覇流　（熊本） 新垣　翔太　（沖縄） 祇園田 隼人　（熊本） 萬屋　開与　（長崎）

宇多田　晄野　（熊本） 井野　虎太郎　（熊本） 仲里　悠成　（沖縄） 中原　秀駿　（熊本） 中嶋　晃希　（長崎）

本多　沙羽　（佐賀） 伊敷　妃菜美　（沖縄） 田尻　すずか　（熊本） 水本　　陽　（熊本） 大嶺　花奈　（沖縄）

秀　美優　（佐賀） 新垣　瑠香　（沖縄） 永田　安沙実　（熊本） 田中　梨菜　（熊本） 金城　未歩　（沖縄）

田中　佐彩　（熊本） 大方　椎菜　（熊本） 実本　遼花　（佐賀） 下村　彩花　（佐賀） 立石　華音　（長崎）

猿川　優香　（熊本） 白石　一華　（熊本） 桑原　夢華　（佐賀） 古賀 まな美　（佐賀） 藤田　紗羽　（長崎）

村本　果奈　（長崎） 濵野　亜妃　（長崎） 佐々木　香乃　（宮崎） 山口　真里奈　（佐賀） 坂　奏花　（鹿児島）

松山　陽香　（長崎） 本田　希藍　（長崎） 森永　湖乃美　（宮崎） 津山　侑愛　（佐賀） 坂　咲花　（鹿児島）

平成28年度　第33回全九州小学生バドミントン選手権大会（佐賀大会）

種別種別種別種別 優勝優勝優勝優勝 準優勝準優勝準優勝準優勝 第3位第3位第3位第3位 第4位第4位第4位第4位 第5位第5位第5位第5位

氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名）

6年生以下男子　単 山崎　晃広　（福岡） 城戸　郁也　（熊本） 川邊　悠陽　（大分） 栗山　寿一　（大分） 西方　俊之　（福岡）

5年生以下男子　単 田中　陽樹　（佐賀） 田上　翔和　（熊本） 松永　幸丸　（熊本） 中森　大空　（福岡） 江口　大　（熊本）

4年生以下男子　単 斉藤　礼　（福岡） 藤吉　珠李　（福岡） 草ノ瀬　悠生　（鹿児島）末永　空隆　（鹿児島） 高田　隆誠　（熊本）

6年生以下女子　単 猿川　優香　（熊本） 檜垣　希望　（宮崎） 辻　彩七　（佐賀） 室屋　奏乃　（福岡） 田中　佐彩　（熊本）

5年生以下女子　単 今泉　明日香　（佐賀） 田口　真彩　（宮崎） 秋保　奈々　（鹿児島） 田村　天空　（福岡） 須藤　海妃　（福岡）

4年生以下女子　単 佐藤　ゆめ　（熊本） 原口　樹璃　（宮崎） 栗山　陽菜　（鹿児島） 本田　希藍　（長崎） 牛島　花菜　（福岡）

山腰　悠太　（福岡） 久松　直雄　（福岡） 永田　怜音　（鹿児島） 楠本　爽太　（福岡） 東保　佑典　（大分）

石崎　太一　（福岡） 山口　雄大　（福岡） 植田　温大　（鹿児島） 秋吉　航汰　（福岡） 向野　直杜　（大分）

上畑　蓮　（福岡） 松村　薫　（福岡） 下田　瑞葵　（福岡） 中野　遥翔　（福岡） 中村　光惺　（熊本）

林田　真龍　（福岡） 松村　環　（福岡） 楠本　悠人　（福岡） 井川　宏次郎　（福岡） 吉田　嘉輝　（熊本）

祇園田 隼人　（熊本） 光富　琉華　（福岡） 山本　凌太郎　（長崎） 恵良　将大　（大分） 藤本　将輝　（熊本）

中原　秀駿　（熊本） 久野　雅　（福岡） 福田　琉詩　（長崎） 菅　剛大　（大分） 鬼塚　琉誓　（熊本）

千北　梨花子　（福岡） 竹下　ほのか　（熊本） 城戸　美潤　（福岡） 実本　遼花　（佐賀） 冨永　凜　（長崎）

今村　涼　（福岡） 長塩　幸奈　（熊本） 村田　眞友菜　（福岡） 桑原　夢華　（佐賀） 冨永　蘭　（長崎）

楠森　美羽　（福岡） 佐藤　加奈子　（福岡） 親泊　ひまり　（沖縄） 牧野　美優　（宮崎） 村本　果奈　（長崎）

川野　楓華　（福岡） 佐藤　穂乃　（福岡） 玉城　李音　（沖縄） 山澤　愛未　（宮崎） 松山　陽香　（長崎）

山口　真里奈　（佐賀） 岩本　はぐみ　（佐賀） 野山　華暖　（熊本） 濱田　娃来　（鹿児島） 堀田　菜々花　（佐賀）

津山　侑愛　（佐賀） 上田　心愛　（佐賀） 岩崎　笑理　（熊本） 井ノ上　心美　（鹿児島）永渕　友梨華　（佐賀）

栄　光　の　記　録

6年生以下男子　複

5年生以下男子　複

４年生以下男子　複

6年生以下女子　複

5年生以下女子　複

４年生以下女子　複

6年生以下男子　複

5年生以下男子　複

４年生以下男子　複

6年生以下女子　複

5年生以下女子　複

４年生以下女子　複



平成29年度　第34回全九州小学生バドミントン選手権大会（大分大会）

種別種別種別種別 優勝優勝優勝優勝 準優勝準優勝準優勝準優勝 第3位第3位第3位第3位 第4位第4位第4位第4位 第5位第5位第5位第5位

氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名）

6年生以下男子　単 平山　陸仁　（鹿児島） 松永　幸丸　（熊本） 中森　大空　（福岡） 川本　諒太　（長崎） 江口　大　（熊本）

5年生以下男子　単 高田　隆誠　（熊本） 藤吉　珠李　（福岡） 小林　紀博　（福岡） 末永　空隆　（鹿児島） 熊谷　翼　（熊本）

4年生以下男子　単 川野　寿真　（福岡） 草ノ瀬　悠生　（鹿児島） 髙野　日向　（熊本） 田上　幹太　（熊本） 村川　翔真　（長崎）

6年生以下女子　単 須藤　海妃　（福岡） 今泉　明日香　（佐賀） 武末　藍　（宮崎） 東　玲美　（鹿児島） 宮城　那菜　（福岡）

5年生以下女子　単 原口　樹璃　（宮崎） 本田　希藍　（長崎） 佐藤　ゆめ　（熊本） 栗山　陽菜　（鹿児島） 中村　夏穂　（佐賀）

4年生以下女子　単 山田　桧菜乃　（福岡） 村本　柚希　（長崎） 福井　心美　（福岡） 儀間　咲也菜　（沖縄） 藤本　華菜　（熊本）

上畑　蓮　（福岡） 下田　瑞葵　（福岡） 松村　薫　（福岡） 中村　光惺　（熊本） 宮﨑　煌治郎　（長崎）

林田　真龍　（福岡） 楠本　悠人　（福岡） 松村　環　（福岡） 鋤崎　覇流　（熊本） 山口　健太郎　（長崎）

武富　泰直　（佐賀） 光富　琉華　（福岡） 恵良　将大　（大分） 山本　凌太郎　（長崎） 黒島　淳之介　（宮崎）

久米　優佑　（佐賀） 久野　雅　（福岡） 菅　剛大　（大分） 福田　琉詩　（長崎） 串間　太紀　（宮崎）

祇園田 隼人　（熊本） 宮﨑　直也　（熊本） 椎葉　悠斗　（宮崎） 渡邉　聖永　（宮崎） 梅林　智哉　（福岡）

中原　秀駿　（熊本） 安達　琉偉　（熊本） 藤田　導心　（宮崎） 原口　阜磨　（宮崎） 吉元　颯汰　（福岡）

佐藤　加奈子　（福岡） 楠森　美羽　（福岡） 牧野　美優　（宮崎） 親泊　ひまり　（沖縄） 中島　愛唯　（佐賀）

佐藤　穂乃　（福岡） 川野　楓華　（福岡） 本城　美咲　（宮崎） 玉城　李音　（沖縄） 横尾　茜　（佐賀）

境田　絢音　（宮崎） 濱田　娃来　（鹿児島） 榎元　心春　（鹿児島） 山口　真里奈　（佐賀） 岩本　はぐみ　（佐賀）

井上　海音　（宮崎） 井ノ上　心美　（鹿児島） 横道　紗　（鹿児島） 津山　侑愛　（佐賀） 上田　心愛　（佐賀）

堀田　菜々花　（佐賀） 上野　里緒　（鹿児島） 友利　奈衣希　（沖縄） 谷門　優真　（鹿児島） 向江　悠伽　（福岡）

永渕　友梨華　（佐賀） 伊藤　亜衣佳　（鹿児島） 石川　結　（沖縄） 草道　彩羽　（鹿児島） 福原　安祐美　（福岡）

平成30年度　第35回全九州小学生バドミントン選手権大会（長崎大会）

種別種別種別種別 優勝優勝優勝優勝 準優勝準優勝準優勝準優勝 第3位第3位第3位第3位 第4位第4位第4位第4位 第5位第5位第5位第5位

氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名）

6年生以下男子　単 高田　隆誠　（熊本） 小林　紀博　（福岡） 熊谷　翼　（熊本） 末永　空隆　（鹿児島） 平　来喜　（沖縄）

5年生以下男子　単 川野　寿真　（福岡） 草ノ瀬　悠生　（鹿児島） 髙野　日向　（熊本） 吉岡　拓真　（福岡） 椎葉　悠斗　（宮崎）

4年生以下男子　単 田上　幹太　（熊本） 村川　翔真　（長崎） 佐村　都之助　（大分） 宮原　圭純　（福岡） 木山　凜空　（熊本）

6年生以下女子　単 栗山　陽菜　（鹿児島） 佐藤　ゆめ　（熊本） 本田　希藍　（長崎） 原口　樹璃　（宮崎） 西田　美夢　（佐賀）

5年生以下女子　単 山田　桧菜乃　（福岡） 谷門　優真　（鹿児島） 髙田　亜美　（佐賀） 村本　柚希　（長崎） 川上　倫佳　（鹿児島）

4年生以下女子　単 永渕　友梨華　（佐賀） 大石　夢陽　（福岡） 原口　倖歩　（鹿児島） 山本　ひなの　（熊本） 住田　葵　（福岡）

光富　琉華　（福岡） 山本　凌太郎　（長崎） 岡本　倖大　（佐賀） 坂口　大翔　（福岡） 引地　悠聖　（鹿児島）

久野　雅　（福岡） 福田　琉詩　（長崎） 稲富　将太　（佐賀） 内田　隼人　（福岡） 益満　剛輝　（鹿児島）

祇園田 隼人　（熊本） 渡邉　聖永　（宮崎） 宮﨑　直也　（熊本） 中村　励心　（福岡） 鬼塚　琉誓　（熊本）

中原　秀駿　（熊本） 原口　阜磨　（宮崎） 安達　琉偉　（熊本） 松尾　尚樹　（福岡） 藤本　将輝　（熊本）

藤田　導心　（宮崎） 德重　瓢　（佐賀） 上畑　俊　（福岡） 鈴東　貴心　（宮崎） 江藤　友哉　（熊本）

小野原　瑛音　（宮崎） 山﨑　琉生　（佐賀） 山本　絢太郎　（福岡） 松田　宙大　（宮崎） 堀内　暁仁　（熊本）

吉村　佳奈子　（熊本） 三森　あさひ　（福岡） 春木　柚奈　（福岡） 山口　真里奈　（佐賀） 境田　絢音　（宮崎）

工藤　桃華　（熊本） 笠　明茄　（福岡） 住田　菜々子　（福岡） 津山　侑愛　（佐賀） 井上　海音　（宮崎）

上野　里緒　（鹿児島） 髙崎　未渚　（福岡） 友利　奈衣希　（沖縄） 桑原　詩花　（長崎） 牧野　美織　（宮崎）

迫田　若奈　（鹿児島） 福原　安祐美　（福岡） 石川　結　（沖縄） 川尻　来未　（長崎） 長谷川　楓　（宮崎）

工藤　葵　（長崎） 楠原　世音　（佐賀） 伊藤　亜衣佳　（鹿児島） 向江　悠伽　（福岡） 牛ノ濱　ひなた　（鹿児島）

工藤　和奏　（長崎） 前山　夏里奈　（佐賀） 草道　彩羽　（鹿児島） 金生　七海　（福岡） 堂園　せりあ　（鹿児島）

栄　光　の　記　録

6年生以下男子　複

6年生以下男子　複

5年生以下男子　複

４年生以下男子　複

6年生以下女子　複

5年生以下女子　複

４年生以下女子　複

5年生以下男子　複

４年生以下男子　複

6年生以下女子　複

5年生以下女子　複

４年生以下女子　複



令和元年度　第36回全九州小学生バドミントン選手権大会（佐賀大会）

種別種別種別種別 優勝優勝優勝優勝 準優勝準優勝準優勝準優勝 第3位第3位第3位第3位 第4位第4位第4位第4位 第5位第5位第5位第5位

氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名）

6年生以下男子　単 椎葉　悠斗　（宮崎） 内村　栞大朗　（福岡） 本城　佑哉　（宮崎） 永石　朔士　（長崎） 吉次　和義　（佐賀）

5年生以下男子　単 左村　都之助　（大分） 村川　翔真　（長崎） 木山　凜空　（熊本） 黒田　操志　（福岡） 末永　幸大　（宮崎）

4年生以下男子　単 宮原　圭純　（福岡） 仁科　源太　（福岡） 角中　聖央　（熊本） 串間　太紀　（宮崎） 渡辺　暁翔　（長崎）

6年生以下女子　単 中原　心優　（福岡） 谷門　優真　（鹿児島） 黒田　雲雀　（長崎） 藤本　華菜　（熊本） 戸子田　有優　（鹿児島）

5年生以下女子　単 永渕　友梨華　（佐賀） 山本　ひなの　（熊本） 住田　葵　（福岡） 今泉　菜々夏　（佐賀） 財津　梨央　（大分）

4年生以下女子　単 原口　倖歩　（鹿児島） 城村　沙都　（宮崎） 阿波　芽衣咲　（福岡） 平　純空　（沖縄） 山下　空輝　（福岡）

中村　励心　（福岡） 宮﨑　直也　（熊本） 祇園田 隼人　（熊本） 渡邉　聖永　（宮崎） 藤本　将輝　（熊本）

松尾　尚樹　（福岡） 安達　琉偉　（熊本） 中原　秀駿　（熊本） 原口　阜磨　（宮崎） 鬼塚　琉誓　（熊本）

山﨑　琉生　（佐賀） 江藤　友哉　（熊本） 井上　莉桜　（福岡） 藤田　導心　（宮崎） 上畑　俊　（福岡）

德重　瓢　（佐賀） 堀内　暁仁　（熊本） 春木　晄太郎　（福岡） 小野原　瑛音　（宮崎） 山本　絢太郎　（福岡）

井川　和真　（福岡） 峰元　遙生　（鹿児島） 鳩宿　遼　（鹿児島） 津山　翔琉　（佐賀） 小波津　七誠　（沖縄）

春木　俊平　（福岡） 鳩宿　瞬　（鹿児島） 伊藤　壮佑　（鹿児島） 中田　健琉　（佐賀） 志喜屋　伍斗　（沖縄）

桑野　愛莉　（福岡） 坂本　虹菜　（熊本） 上野　里緒　（鹿児島） 太田　菜優　（宮崎） 桑原　詩花　（長崎）

斉藤　凪沙　（福岡） 坂本　陽菜　（熊本） 迫田　若奈　（鹿児島） 太田　美優　（宮崎） 川尻　来未　（長崎）

楠原　世音　（佐賀） 向江　悠伽　（福岡） 草道　彩羽　（鹿児島） 工藤　葵　（長崎） 伊藤　亜衣佳　（鹿児島）

前山　夏里奈　（佐賀） 金生　七海　（福岡） 牛ノ濱　ひなた　（鹿児島） 工藤　和奏　（長崎） 堂園　せりあ　（鹿児島）

横路　昊和　（鹿児島） 蔵本　和　（福岡） 野元　あい　（鹿児島） 甲斐　未羽　（宮崎） 田中　いちか　（熊本）

馬場　結渚　（鹿児島） 伊藤　心結　（福岡） 白田　絢音　（鹿児島） 小野　愛月　（宮崎） 谷本　月渚　（熊本）

令和２年度　九州小学生バドミントンフェスティバル ｉｎ くるめ（福岡大会）

種別種別種別種別 優勝優勝優勝優勝 準優勝準優勝準優勝準優勝 第3位第3位第3位第3位 第4位第4位第4位第4位

氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名） 氏名（県名）

6年生以下男子　単 左村　都之助（大分） 村川　翔真（長崎） 藤田　絢翔（福岡） 末永　幸大（宮崎）

5年生以下男子　単 宮原　圭純（福岡） 井川　和真（福岡） 仁科　源太（福岡） 渡辺　暁翔（長崎）

4年生以下男子　単 串間　太政（宮崎） 石原　達希（鹿児島） 和田森　翔心（福岡） 中田　健琉（佐賀）

6年生以下女子　単 住田　　葵（福岡） 伊藤　亜衣佳（鹿児島） 草道　彩羽（鹿児島） 諌山　桃子（大分）

5年生以下女子　単 原口　倖歩（鹿児島） 松戸　　海（鹿児島） 山下　空輝（福岡） 平　　純空（沖縄）

4年生以下女子　単 永久井　凜（宮崎） 大場　心晴（福岡） 村岡　由佳（鹿児島） 落合　桜詩（福岡）

德重　　瓢（佐賀） 江藤　友哉（熊本） 松尾　駿吾（福岡） 鈴東　貴心（宮崎）

山﨑　琉生（佐賀） 堀内　暁仁（熊本） 増田　歩夢（福岡） 松田　宙大（宮崎）

春木　俊平（福岡） 鳩宿　　瞬（鹿児島） 鬼塚　　新（熊本） 山下　響生（福岡）

牧野　隆希（福岡） 鳩宿　　遼（鹿児島） 中村　大雅（熊本） 松岡　大輝（福岡）

濱口　虎太郎（福岡） 松尾　恵介（福岡） 山下　蒼介（熊本） 加藤　稜貴（長崎）

栁　　克弥（福岡） 花田　大維司（福岡） 中川　　悠（熊本） 中野　海翔（長崎）

金生　七海（福岡） 牛ノ濱　ひなた（鹿児島） 工藤　和奏（長崎） 前山　夏里奈（佐賀）

向江　悠伽（福岡） 堂園　せりあ（鹿児島） 工藤　　葵（長崎） 楠原　世音（佐賀）

馬場　結渚（鹿児島） 野元　あい（鹿児島） 淡路　佳乃（宮崎） 梶原　花南（福岡）

横路　昊和（鹿児島） 白田　絢音（鹿児島） 古谷　詩薗（宮崎） 水田　杏那（福岡）

益満 小蘭（福岡） 川野 愛奈（福岡） 古賀 梨花（福岡） 金城 芙羽子（沖縄）

水原 七菜（福岡） 今長谷 美空（福岡） 岩下 芽愛（福岡） 平良 優奈（沖縄）

栄　光　の　記　録

6年生以下男子　複

6年生以下男子　複

5年生以下男子　複

４年生以下男子　複

6年生以下女子　複

5年生以下女子　複

４年生以下女子　複

5年生以下男子　複

４年生以下男子　複

6年生以下女子　複

5年生以下女子　複

４年生以下女子　複



祝祝祝祝

兼第３０回全国小学生バドミントン選手権大会九州ブロック予選会

会長　藤本　滋

第３８回全九州小学生バドミントン選手権大会

鹿児島県バドミントン協会

選手選手選手選手のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご健闘健闘健闘健闘をおをおをおをお祈祈祈祈りしますりしますりしますりします







お問い合わせ・ご予約

〒899-2101  鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目101番地

[TEL]  0 9 9 6 -36 -2 511       [HP]  ht tps://ff- h.jp/

1泊9,000円〜

九州では珍しいトレーラーハウス。モダンなデザインとこだわり
のインテリアは、特別なプライベート空間を演出します。

Trailer トレーラー

夕食付 朝食付 温泉入り放題 1泊7,000円〜

7m×10mの空間を、ご自由にお使いください。冷暖房も完備し
ていますので、冬は暖かく、夏は涼しいので快適です。

Tent テント

夕食付 朝食付 温泉入り放題

非
日
常
を
感
じ
ら
れ
る
空
間
︑

絶
景
と
共
に
最
高
の
思
い
出
を
︒

3

308

市来えびす市場

潮風園

いちき串木野
市役所 市来庁舎

セブンイレブン

市来郵便局

若松酒造
大和酒店

焼酎蔵薩洲
濵田屋伝兵衛

いちき串木野市立
いちきアクアホール

ジョイフル
鹿児島市来店

市来神社

介護付有料老人
ホーム光里苑

（株）ナカシン冷食

新洋水産 有山光交通

神村学園グランド

鹿児島市内より
車で40分

川内駅より
車で15分

Here

※宿泊時期によって金額が変わります。



C H A L L E N G E  Y O U R  Z O N E

製造元：ＣＳＥ株式会社 クリオ　　東京都中野区中央5-8-11 1F

販売元：クリオ販売株式会社　　　大阪府大阪市東住吉区湯里2-1-6 2F　　TEL：06-6701-3887　FAX：06-6701-3999











鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県バドミントンスポーツバドミントンスポーツバドミントンスポーツバドミントンスポーツ少年団連盟少年団連盟少年団連盟少年団連盟

鹿児島市鹿児島市鹿児島市鹿児島市バドミントンスポーツバドミントンスポーツバドミントンスポーツバドミントンスポーツ少年団連盟少年団連盟少年団連盟少年団連盟

ようこそようこそようこそようこそ　　　　かごしまへかごしまへかごしまへかごしまへ
第３８回全九州小学生バドミントン選手権大会

兼第３０回全国小学生バドミントン選手権大会九州ブロック予選会

選手皆様選手皆様選手皆様選手皆様のののの
ごごごご健闘健闘健闘健闘をををを心心心心よりごよりごよりごよりご祈念祈念祈念祈念いたしますいたしますいたしますいたします！！！！
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