
試合日程・チケット情報

熊本県バドミントン協会：096-323-1565 ／体育堂バドミントン専科waiwai：096-288-3063 ／
ハヤカワスポーツ各店（上通本店：096-324-3700、八代店 0965-34-0555）／
スーパースポーツゼビオ（本山店：096-361-1600、光の森店 096-233-2200、八代店：0965-35-7033）／
オールマン八代：0965-30-2031 ／タマナスポーツ：0968-72-4300 ／
みずもとスポーツ店：096-354-4402 ／田中スポーツ店：0968-25-4235 ／
八代トヨオカ地建アリーナ 1階窓口：0965-35-0150 ／熊本県立総合体育館窓口：096-356-1233　

販　売　所

開　　場／ 8：30
公開練習／ 9：00
開 始 式／10：50

開　　場／ 8：30
公開練習／ 9：00

東北マークス
vs

金沢学院クラブ

ACT SAIKYO
vs

NTT東日本（女子）

日本ユニシス（男子）
vs

東海興業

北都銀行
vs

山陰合同銀行

NTT東日本（男子）
vs

東北マークスと
金沢学院の勝者

再春館製薬所
vs

ACT SAIKYOと
NTT東日本（女子）の勝者

ジェイテクト
vs
丸杉

七十七銀行
vs

広島ガス

日立情報通信
vs

三菱自動車京都

ヨネックス
vs

昭和電工マテリアルズ

トナミ運輸
vs

ジェイテクトと
丸杉の勝者

日本ユニシス（女子）
vs

七十七銀行と
広島ガスの勝者

熊本大会会場　熊本県立総合体育館 八代大会会場　八代トヨオカ地建アリーナ

2022年
2月5日

1 回戦
試合開始
11：30

2022年
2月6日

第1コート 第2コート 第1コート 第2コート

2 回戦
試合開始
14：10

試合開始
10：20

日時
会場

一般／2,500円、小・中・高校生／ 1,500円入場料 販売開始 12月20日～
熊本大会実行委員会　白木
TEL： 096-323-1565（11：00～15：00）
E-mail： kbadkyo@water.ocn.ne.jp

問い合わせ

Ｓ/Ｊリーグの詳細はこちら⬆

‘19 スペインマスターズ　ダブルス　準優勝
‘19 スイスオープン　ダブルス　準優勝
‘19 US オープン　ダブルス　優勝
‘19 韓国オープン　ダブルス　3位
‘19 韓国マスターズ　ダブルス　優勝
‘19 全日本総合選手権大会　ダブルス　3位
‘20 マレーシアマスターズ　ダブルス　3位
‘21 全英オープン　ダブルス　3位
‘21 フランスオープン　ダブルス　3位
‘21 インドネシアマスターズ　ダブルス　優勝

1997年4月29日生　秋田県出身
青森山田高校

志田　千陽
シダ・チハル

0

9位世界ランク
ダブルス

’18 全国高校選抜 団体 3位
’18 全国高校選手権 団体 優勝
‘18 世界ジュニア選手権 ダブルス ベスト 8
‘21 日本ランキングサーキット　ダブルス　ベスト8

2000年4月13日生　大阪府出身
ふたば未来学園高等学校

福本　真恵七
フクモト・シエナ

1

’18 全日本ジュニアバドミントン選手権大会 シングルス 優勝
’19 世界ジュニア選手権大会 シングルス 優勝
’19 全国高等学校バドミントン選手権大会 シングルス 優勝
’21 ベルギーインターナショナル シングルス 優勝

2002年7月31日生　 神奈川県出身
八代白百合学園高校

郡司　莉子
グンジ・リコ

2

‘19 全国高等学校バドミントン選手権大会 ダブルス 準優勝
‘20 オランダジュニアオープン ダブルス 第３位
’20 ドイツジュニアオープン ダブルス 優勝

2002年7月26日生　 富山県出身
ふたば未来学園高校

廣上　瑠依
ヒロカミ・ルイ

3

’19 全日本ジュニアバドミントン選手権大会 ダブルス 優勝
’20 オランダジュニアオープン ダブルス 第３位
’20 ドイツジュニアオープン ダブルス 優勝

2002年6月26日生　岐阜県出身
青森山田高校

加藤　佑奈
カトウ・ユウナ

4

‘17 スーパーシリーズファイナルズ　シングルス　優勝
‘18 世界バドミントン選手権大会　シングルス　3位
‘18 フランスオープン　シングルス　優勝
‘18 全日本総合選手権大会　シングルス　優勝
‘19 アジア選手権大会　シングルス　優勝
‘19 インドネシアオープン　シングル　優勝
‘19 ジャパンオープン　シングルス　優勝
‘20 タイマスターズ　シングルス　優勝
‘21 デンマークオープン　シングルス　優勝
‘21 フランスオープン　シングルス　優勝

1997年6月6日生　福井県出身
県立勝山高校

山口　茜
ヤマグチ・アカネ

6

3位世界ランク
シングルス

‘16 日本ランキングサーキット大会　ダブルス　準優勝
‘16 スペインインターナショナルチャレンジ　ダブルス　優勝
‘18 ベルギーインターナショナル　ダブルス　準優勝
‘19 ロシアインターナショナルチャレンジ　ダブルス　優勝
‘21 日本ランキングサーキット大会　ダブルス　ベスト8

1997年6月16日生　石川県出身
金沢向陽高校

小野　菜保
オノ・ナオ

7

‘16 全日本ジュニア選手権大会　シングルス　準優勝
‘17 全国高校選手権大会　団体　優勝
‘18 全国高校選手権大会　団体　優勝
‘18 全国高校選抜選手権大会　ダブルス　優勝
‘18 全日本ジュニア選手権大会　ダブルス　3位
‘19 全国高校選手権大会　団体　優勝
‘19 全国高校選手権大会　シングルス　ダブルス　準優勝
’21 日本ランキングサーキット大会　シングルス　ベスト8

2001年10月18日生　福岡県出身
ふたば未来学園高校

内山　智尋
ウチヤマ・チヒロ

8

‘19 韓国ジュニアオープン ダブルス 優勝

2002年11月27日生　山口県出身
柳井商工高校

金廣　美希
カネヒロ・ミキ

9

‘19 スペインマスターズ　ダブルス　準優勝
‘19 スイスオープン　ダブルス　準優勝
‘19 US オープン　ダブルス　優勝
‘19 韓国オープン　ダブルス　3位
‘19 韓国マスターズ　ダブルス　優勝
‘19 全日本総合選手権大会　ダブルス　3位
‘20 マレーシアマスターズ　ダブルス　3位
‘21 全英オープン　ダブルス　3位
‘21 フランスオープン　ダブルス　3位
‘21 インドネシアマスターズ　ダブルス　優勝

1998年6月28日生　福岡県出身
九州国際大学付属高等学校

松山　奈未
マツヤマ・ナミ

10

9位世界ランク
ダブルス

※BWF（世界バドミントン連盟）世界ランキング2021年 11月 2日現在。登録者数（女子シングルス1452 選手・女子ダブルス1273 ペア）くまもと再春館製薬所バトミントン部　選手名鑑

公式グッズを着て応援に行こう!!

ここでしか見られない選手の日常をチェック!!


