
日時 令和４年４月２日　　８：００開場

会場 鳴門アミノバリューホール

主催 徳島県バドミントン協会

主管 徳島県小学生バドミントン連盟

第２７回　徳島ジュニアオープン【小学生の部】



競技上、審判上の注意

1.      本大会は、本年度(公財)日本バドミントン協会競技規則、並びに大会運営規程

及び公認審判員規程により試合を行います。

2.      敗者主審とします。線審は各チームより１名お願いします。

3.      試合のコールがされた後、５分経過してもコートに入らない場合は棄権と

みなします。放送には十分注意をして下さい。

4.      監督またはコーチは、コートサイドの指定された席に着くようにして下さい。

尚、服装にも注意して下さい。

5.      連続して試合を行う場合は、試合終了後10分以上の休息をとって次の試合を

開始します。

6.      ３位決定戦は行いません。

7.      試合球は大会本部より用意します。

試合方法　　

　　予選リーグは全種目15点×3ゲームで行う。（最大21点まで）

　　決勝トーナメントは21点3ゲームで行う。

　　ただし、Ｃクラスは予選リーグ・決勝トーナメントとも15点×3ゲームで行う。

　　試合の進行状況により変更する場合があります。

会場使用の注意事項

1.      体育館内は禁煙となっております。指定の喫煙所をご利用下さい。

2.      試合の観戦は２階席でお願いします。

3.      通路などでのラケットを使った練習はしないようにして下さい。

4.      昼食時間は特にもうけません。また、ゴミ等は各自で持ち帰って下さい。

 　    

大会予定時間

開　　場　８：００～　

　　　　　準備が整い次第公式練習　８分交代

代表者会議　８：４０

試合開始　　９：００

注意事項



◉入場の際

入場時に検温をします。37.5度以上ある場合は入場できません。

受付時にチェックシートを提出して下さい。

試合出場者、出場者の保護者、指導者、運営員のみ入場可。

指導者・保護者を合わせて、出場する選手人数プラス２名までとします。

チーム別に決められた場所で待機。

◉大会運営

開会式は行わない。観客席で待機、マイク放送のみ。

プレー中の選手以外は全て(スタッフ、保護者、審判、指導者)マスクを着用する。

待機席は設けない。それぞれの決められた席で待機。

コールされた後に線審と一緒にコートイン。

試合前にはアルコール消毒をする(主審・コーチ・選手)。

試合前の握手はしない。トスも離れて行う。

試合中の応援は決められた場所で拍手のみで行う。声を出しての応援は禁止。

審判は敗者主審とします。線審はそれぞれのチームでお願いします。

勝者サインをもらう際は、別に用意してある筆記用具を使用する。

試合終了後、敗者は審判用紙と審判セットを本部に返却し、次の審判セットを

受け取り試合をしたコートで主審をする。

線審はビニール手袋を着用(各自で用意)し、試合終了後に椅子の消毒及び

コートのモップ掛けを行う。

１時間に１回換気を行う。

入退場口を決め、常時開放しておく。それ以外からの入退場は禁止。

・注意事項

　入場時に検温を行う為、入場前のウォーミングアップは控えめにお願いします。

大会中に体調不良を感じた場合は本部に連絡して下さい。

第２７回徳島県ジュニアオープンバドミントン大会

大会参加についての注意事項

  新型コロナウイルスの感染が今なお拡大している現状を鑑み、
日本バドミントン協会による大会開催に関するガイドラインに沿っ
て大会運営を行いたいと思います。以下の内容についてご　理解と
ご協力をお願い致します。



男子Ａクラス 男子Ａクラス

１ブロック ５ブロック

5 3 1 1 3

中萩Ｊ ＢＣ 富田ジュニア

5 2 4 1 2

ミッキーズ ＳＪＢＣ
3 2 6 3 2

天王ジュニア 中萩Ｊ ＢＣ

1 4 6
男子Ａクラス

内町ジュニア ６ブロック

1 3
男子Ａクラス

２ブロック 西神ジュニア

1 3 1 2

渚ジュニアバドミントンクラブ 橿原ジュニア

1 2 3 2

八万ジュニア 天王ジュニア

3 2
男子Ａクラス

橿原ジュニア ７ブロック

1 3
男子Ａクラス

３ブロック 羽島
1 3 1 2

たまひよ 西神ジュニア

1 2 3 2

藍住エンジェル 北島Ｂａｍｂｉ

3 2
男子Ａクラス

ＳＧＵジュニア ８ブロック

1 3
男子Ａクラス

４ブロック 橿原ジュニア

1 3 1 2

ＴＯＹＯ体協 天王ジュニア

1 2 3 2

橿原ジュニア 内町ジュニア

3 2

ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ

別役  春樹

西岡 璃久

磯田 別役 西岡 勝-敗 順　位

磯田 拓海

山脇 怜旺

四宮 琉聖

青山 山脇 四宮 勝-敗 順　位

青山 蒼介

峯岡 煌

中越   樂

高月 峯岡 中越 勝-敗 順　位

高月 拓真

小松原 航

大中 悠輔

西 小松原 大中 勝-敗 順　位

西 奏祐

井口 蓮

安積 優汰

青山 井口 安積 勝-敗 順　位

青山 遙翔

舛田 武琉

粂野 駿

假屋 舛田 粂野 勝-敗 順　位

假屋 眞彦

中本 理翔

山崎 稜英

芦村 中本 山崎 勝-敗 順　位

芦村 陸

藤野  敬心

吉田 碧葉

男子Ａクラス

篠原 中谷 藤野 吉田 勝-敗 順　位

篠原 康輔

中谷 幸太郎



男子Ａクラス 男子Ａクラス

９ブロック １３ブロック

1 3 1 3

余土カブス 富田ジュニア

1 2 1 2

天王ジュニア 天王ジュニア

3 2 3 2

牟岐羽球 西神ジュニア

男子Ａクラス 男子Ａクラス

１０ブロック １４ブロック

1 3 1 3

橿原ジュニア 久松台
1 2 1 2

西神ジュニア 橿原ジュニア

3 2 3 2

内町ジュニア 羽島

男子Ａクラス 男子Ａクラス

１１ブロック １５ブロック

1 3 1 3

藍住エンジェル ミッキーズ

1 2 1 2

橿原ジュニア 藍住エンジェル

3 2 3 2

ミッキーズ たまひよ

男子Ａクラス 男子Ａクラス

１２ブロック １６ブロック

1 3 1 3

ＳＧＵジュニア 神郷ＪＢＣ

1 2 1 2

ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ ＳＪＢＣ
3 2 3 2

小松島ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ

田坂 野村 沖野 勝-敗 順　位

沖野 匠真

田坂 颯汰

野村 悠人

北野 斗真

伊藤有玖

田渕 北野 伊藤有玖 勝-敗 順　位

田渕 斗翔

岡田 史龍

篠田 悠斗

大城 岡田 篠田 勝-敗 順　位

大城 大獅

田中  碧

松浦 優翔

行部 田中 松浦 勝-敗 順　位

行部 有航

萩原 大生

下山 晃史

坂本 萩原 下山 勝-敗 順　位

坂本 羽琉

田中 大智

西野 俊哉

青木 田中 西野 勝-敗 順　位

青木 喜

松澤  絢闘

大谷 宙

桝本 松澤 大谷 勝-敗 順　位

桝本 琉斗

宇賀  望空斗

前原 元気

西本 宇賀 前原 勝-敗 順　位

西本 光馬

男子Ａクラス



4 8
8-1 16-1

3 7
6-1 14-1

10 12
7-1 15-1

2 6
4-1 12-1

13 14
5-1 15 13-1

1 5
2-1 10-1

9 11
3-1 11-1

男子Ａクラス

決勝トーナメント

1-1 9-1



男子Ｂクラス 男子Ｂクラス

１ブロック ５ブロック

5 3 1 1 3

ＳＪＢＣ 橿原ジュニア

5 2 4 1 2

久松台 西神ジュニア

3 2 6 3 2

北島Ｂａｍｂｉ 福島ラビット

1 4 6
男子Ｂクラス

西神ジュニア ６ブロック

1 3
男子Ｂクラス

２ブロック 笹川
1 3 1 2

渚ジュニアバドミントンクラブ 西神ジュニア

1 2 3 2

北島Ｂａｍｂｉ 内町ジュニア

3 2
男子Ｂクラス

立花ＳＫ ７ブロック

1 3
男子Ｂクラス

３ブロック 藍住エンジェル

1 3 1 2

たまひよ ラクーンジュニア

1 2 3 2

ミッキーズ ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ

3 2
男子Ｂクラス

ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ ８ブロック

1 3
男子Ｂクラス

４ブロック 神郷ＪＢＣ

1 3 1 2

ＧＬＡＮＺ ＢＣ 牟岐羽球
1 2 3 2

林崎ジュニア ＳＪＢＣ
3 2

ＳＪＢＣ

菅 結翔

赤澤  虹誠 堀江 律公

小暮 徹信

武田 燈俐

順　位

渡部 峻

渡部 武田 堀江 勝-敗

菅 赤澤 小暮 勝-敗 順　位

浅田 龍叶

中島 巧真 三木 遥人

伊藤 優汰 濱田 辿

順　位

青木 楽
伊藤 中島 浅田 勝-敗 順　位

竹内 大晃

青木 濱田 三木 勝-敗

和田 健吾 西岡 瑠良

秋久 侑貴 松浦 悟翔

安藤 湊
秋久 和田 竹内 勝-敗 順　位

英 凜太郎

德元 応惺

安藤 松浦 西岡 勝-敗 順　位

近藤 陽都

大平 陽翔 寺岡 大地

小暮 一輝 桝本 啓太

男子Ｂクラス

小暮 大平 德元 英 勝-敗 順　位 桝本 寺岡 近藤 勝-敗 順　位



男子Ｂクラス

９ブロック

5 3 1

橿原ジュニア

5 2 4

藍住エンジェル

3 2 6

立花ＳＫ
1 4 6

渚ジュニアバドミントンクラブ

芦村 類

順　位

竹内 美登

北野 理月

桝本 勝太

桝本 北野 竹内 芦村 勝-敗

男子Ｂクラス

4-1 5
3 9-1

5-1

2-1 4
1 7-1

3-1 6 7
8 8-1

男子Ｂクラス
決勝トーナメント

1-1
2 6-1



男子Ｃクラス
１ブロック

1 3

田原スマッシュ
1 2

藍住エンジェル
3 2

たまひよ

男子Ｃクラス
２ブロック

1 3

ＡＮＧＥＬＳ
1 2

グータッチ
3 2

中萩Ｊ ＢＣ

男子Ｃクラス
３ブロック

1 3

橿原ジュニア
1 2

中萩Ｊ ＢＣ
3 2

グータッチ

出口 壱織

檜垣 胡太郎

山本 大翔

山本 檜垣 出口 勝-敗 順　位

佐藤 夢翔

高岡 瑛太

土井 絢真

土井 高岡 佐藤 勝-敗 順　位

谷岡 陽一朗

川端 琉豊

味岡 頼哉

男子Ｃクラス

味岡 川端 谷岡 勝-敗 順　位

男子Ｃクラス
決勝トーナメント

1-1
2

2-1
1

3-1





女子Ａクラス 女子Ａクラス

１ブロック ５ブロック
1 3 1 3

たまひよ ＳＪＢＣ
1 2 1 2

西神ジュニア 内町ジュニア

3 2 3 2

ＳＧＵジュニア 横内ＪＢＣ

女子Ａクラス 女子Ａクラス

２ブロック ６ブロック
1 3 1 3

ＳＪＢＣ 橿原ジュニア

1 2 1 2

藍住エンジェル 渚ジュニアバドミントンクラブ

3 2 3 2

神郷ＪＢＣ 立花ＳＫ

女子Ａクラス 女子Ａクラス

３ブロック ７ブロック
1 3 1 3

長森・日野ＳＣ ミッキーズ
1 2 1 2

たまひよ 西神ジュニア

3 2 3 2

八万ジュニア 横内ＪＢＣ

女子Ａクラス 女子Ａクラス

４ブロック ８ブロック
1 3 1 3

橿原ジュニア 福島ラビット

1 2 1 2

西神ジュニア 西神ジュニア

3 2 3 2

八万ジュニア ミッキーズ

西森葵彩

大森 射場 萩原

堤 杏樹

山野 勝-敗 順　位

順　位

勝-敗 順　位

増田 古林

増田 夏

久保 優佳

久保 西森葵彩 堤 勝-敗

山野 喜々

大森 美夢

坂井 夕真

水垣 結梨

萩原 柑奈

射場 苺風

小泉 水垣 坂井 勝-敗 順　位

小泉 朋葵

長富 絢叶

松田 風花

北村 愛華

長富 北村 松田 勝-敗 順　位

生島 遥

古林 さやか 徳岡 ももこ

牧村 花菜

牧村 徳岡 生島 勝-敗 順　位

玉利 夏凜 岩田 萌楓

弘松 環奈宮下 海空

勝-敗 順　位

久保 夏彩 井 優愛

女子Ａクラス

久保 玉利 宮下 勝-敗 順　位 井 岩田 弘松



女子Ａクラス 女子Ａクラス

９ブロック １３ブロック

1 3 1 3

ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 助任ジュニア

1 2 1 2

グータッチ ＧＬＡＮＺ ＢＣ

3 2 3 2

八万ジュニア 立花ＳＫ

女子Ａクラス 女子Ａクラス

１０ブロック １４ブロック

1 3 1 3

笹川 西神ジュニア

1 2 1 2

神郷ＪＢＣ ラクーンジュニア

3 2 3 2

助任ジュニア ＳＧＵジュニア

女子Ａクラス 女子Ａクラス

１１ブロック １５ブロック

1 3 1 3

東雲ＢＳＳ たまひよ
1 2 1 2

北島Ｂａｍｂｉ 立花ＳＫ
3 2 3 2

ＳＪＢＣ ミッキーズ

女子Ａクラス 女子Ａクラス

１２ブロック １６ブロック

1 3 1 3

朝倉ワークｊｒ ＡＮＧＥＬＳ

1 2 1 2

Ｎライン 林崎ジュニア

3 2 3 2

ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 横内ＪＢＣ

勝-敗 順　位 土井

浅田 菜心 田中 心智

竹花 朋華

松本 楓音

田中 勝-敗 順　位松本 竹花 浅田

順　位寺坂 勝-敗

順　位

久門

安宅  美桜

堀江 奎嘉 寺坂 菜都子

土井 芙花

安宅

和田 笑花 原 咲花

増本 さわ 野々村 陽向

増本 和田 堀江 勝-敗 順　位 野々村 原

堤 杏 脇口 あゆり

苅田 苺衣 濱田 夢来

相原 乙芭 池内 美音

相原 苅田 堤 勝-敗 順　位 池内 濱田 脇口 勝-敗

山口 和花 牧野 実里

出口 彩羽 久門 莉穂

牧野 勝-敗 順　位

武木田 葵葉 井内 佑美

武木田 出口 山口 勝-敗 順　位 井内

女子Ａクラス



女子Ａクラス 女子Ａクラス

１７ブロック ２１ブロック

1 3 1 3

藍住エンジェル 北島Ｂａｍｂｉ

1 2 1 2

橿原ジュニア 田原スマッシュ

3 2 3 2

中萩Ｊ ＢＣ 神郷ＪＢＣ

女子Ａクラス 女子Ａクラス

１８ブロック ２２ブロック

1 3 1 3

富田ジュニア ＡＮＧＥＬＳ

1 2 1 2

春野ジュニア ミッキーズ
3 2 3 2

ＳＧＵジュニア 助任ジュニア

女子Ａクラス 女子Ａクラス

１９ブロック ２３ブロック

1 3 1 3

小松島ジュニア ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ

1 2 1 2

ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 田原スマッシュ

3 2 3 2

羽島 八万ジュニア

女子Ａクラス

２０ブロック

1 3

西神ジュニア

1 2

春野ジュニア

3 2

羽島

笹岡 児樹

服部 梨子

味岡 ゆな

堤 凛

服部 味岡 笹岡 勝-敗 順　位

芦田 三原 堤 勝-敗 順　位

芦田 彩有季

白木 紗佳

後藤 福井 福田 勝-敗

後藤 花姫

福井 蒼実

福田 希乃花

三原 茉果

玉利 夏音

三好 萌生

長屋 葵乃

玉利 三好 白木 勝-敗 順　位

丸岡 夢路

谷口 結菜

日野 佑奈

丸岡 谷口 長屋 勝-敗 順　位

宮田 しおり

吉井 彩乃

檜垣 亜胡

宮田 吉井 日野 勝-敗 順　位

森川 ひまわり

順　位勝-敗 順　位

宮内 杏凜

宮内 森川 檜垣

女子Ａクラス



23-1

3 21-1

22-1
10-1 7

11
11-1 15

2 19-1
8-1 6

17 20-1
9-1 19

6-1 20 21
10 22 18-1

7-1 14

15-1
4-1 5

9 16-1
5-1 13

17-1

13-1
2-1 4

1 14-1
3-1 16 18

1-1 12
8

12-1

女子Ａクラス
決勝トーナメント



女子Ｂクラス 女子Ｂクラス

１ブロック ５ブロック

5 3 1 1 3

ミッキーズ ＳＪＢＣ
5 2 4 1 2

橿原ジュニア 橿原ジュニア

3 2 6 3 2

林崎ジュニア 小松島ジュニア

1 4 6
女子Ｂクラス

ＡＮＧＥＬＳ ６ブロック

1 3
女子Ｂクラス

２ブロック 羽島
1 3 1 2

たまひよ 八万ジュニア

1 2 3 2

林崎ジュニア ミッキーズ

3 2
女子Ｂクラス

神郷ＪＢＣ ７ブロック

1 3
女子Ｂクラス

３ブロック 中萩ＪＢＣ

1 3 1 2

Ｎライン ＡＮＧＥＬＳ

1 2 3 2

小松島ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ

3 2
女子Ｂクラス

横内ＪＢＣ ８ブロック

1 3
女子Ｂクラス

４ブロック 橿原ジュニア

1 3 1 2

富田ジュニア Ｎライン
1 2 3 2

橿原ジュニア 藍住エンジェル

3 2

西神ジュニア

中川 里南

草野 ひまり

矢吹 玲奈

順　位

野口 寿珠

川端 唯衣花

行部 草野 中川 勝-敗 順　位

行部 夏琉

田中 絆智

野口 矢吹 川端 勝-敗

谷 依咲 後藤 姫桜

原 京伽 土井 菫花

順　位

佐藤 美翔

原 谷 田中 勝-敗 順　位

苅田 未衣

佐藤 土井 後藤 勝-敗

坂井  瑠那 三反田 紗夢

北添　百葉 山下 依留

長屋 汐
北添 坂井 苅田 勝-敗 順　位

芦田 和葉

松田  葵羽

長屋 山下 三反田 勝-敗 順　位

勝瀬 絢音

吉田 鈴々 萩本 琴音

原田 心瑚 天野 紗月

女子Ｂクラス

原田 吉田 松田 芦田 勝-敗 順　位 天野 萩本 勝瀬 勝-敗 順　位



2 4
4-1 8-1

1 3
2-1 6-1

5 6
3-1 7 7-1

1-1 5-1

女子Ｂクラス
決勝トーナメント



女子Ｃクラス
１ブロック

5 3 1

ＳＧＵジュニア
5 2 4

橿原ジュニア
3 2 6

橿原ジュニア
1 4 6

ＳＪＢＣ

女子Ｃクラス
２ブロック

1 3

橿原ジュニア
1 2

ＳＪＢＣ
3 2

助任ジュニア

女子Ｃクラス
３ブロック

1 3

橿原ジュニア
1 2

グータッチ
3 2

北島Ｂａｍｂｉ

四宮 佑菜

森山 花菜乃

西村 愛莉

西村 森山 四宮 勝-敗 順　位

津野 永椛

野村 美月

吉田 唯夏

吉田 野村 津野 勝-敗 順　位

小松原 千晴

吉田 実生

吉田 茉生

順　位

宮下 蒼夏

女子Ｃクラス

宮下 吉田 吉田 小松原 勝-敗

女子Ｃクラス
決勝トーナメント

1-1
2

2-1
1

3-1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
試合番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
09:00 GSA-1-1 GSA-2-1 GSA-3-1 GSA-4-1 GSA-5-1 GSA-6-1 GSA-7-1 GSA-8-1 GSA-9-1 GSA-10-1 GSA-11-1 GSA-12-1 GSA-13-1 GSA-14-1 GSA-15-1 GSA-16-1 GSA-17-1

久保夏彩 増田夏 久保優佳 大森美夢 井優愛 牧村花菜 長富絢叶 小泉朋葵 武木田葵葉 相原乙芭 増本さわ 松本楓音 井内佑美 池内美音 野々村陽向 土井芙花 宮内杏凜
たまひよ ＳＪＢＣ 長森・日野ＳＣ 橿原ジュニア ＳＪＢＣ 橿原ジュニア ミッキーズ 福島ラビット ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 笹川 東雲ＢＳＳ 朝倉ワークｊｒ 助任ジュニア 西神ジュニア たまひよ ＡＮＧＥＬＳ 藍住エンジェル

玉利夏凜 古林さやか 西森葵彩 射場苺風 岩田萌楓 徳岡ももこ 北村愛華 水垣結梨 出口彩羽 苅田苺衣 和田笑花 竹花朋華 久門莉穂 濱田夢来 原咲花 安宅美桜 森川ひまわり

西神ジュニア 藍住エンジェル たまひよ 西神ジュニア 内町ジュニア 渚ジュニアバドミントンクラブ 西神ジュニア 西神ジュニア グータッチ 神郷ＪＢＣ 北島Ｂａｍｂｉ Ｎライン ＧＬＡＮＺＢＣ ラクーンジュニア 立花ＳＫ 林崎ジュニア 橿原ジュニア

試合番号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
09:30 GSA-18-1 GSA-19-1 GSA-20-1 GSA-21-1 GSA-22-1 GSA-23-1 BSA-1-1 BSA-1-2 BSA-2-1 BSA-3-1 BSA-4-1 BSA-5-1 BSA-6-1 BSA-7-1 BSA-8-1 BSA-9-1 BSA-10-1

宮田しおり 丸岡夢路 玉利夏音 後藤花姫 芦田彩有季 服部梨子 篠原康輔 中谷幸太郎 芦村陸 假屋眞彦 青山遙翔 西奏祐 高月拓真 青山蒼介 磯田拓海 西本光馬 桝本琉斗
富田ジュニア 小松島ジュニア 西神ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ ＡＮＧＥＬＳ ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 中萩ＪＢＣ ミッキーズ 渚ジュニアバドミントンクラブ たまひよ ＴＯＹＯ体協 富田ジュニア 西神ジュニア 羽島 橿原ジュニア 余土カブス 橿原ジュニア

吉井彩乃 谷口結菜 三好萌生 福井蒼実 三原茉果 味岡ゆな 吉田碧葉 藤野敬心 中本理翔 舛田武琉 井口蓮 小松原航 峯岡煌 山脇怜旺 別役春樹 宇賀望空斗 松澤絢闘
春野ジュニア ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 春野ジュニア 田原スマッシュ ミッキーズ 田原スマッシュ 内町ジュニア 天王ジュニア 八万ジュニア 藍住エンジェル 橿原ジュニア ＳＪＢＣ 橿原ジュニア 西神ジュニア 天王ジュニア 天王ジュニア 西神ジュニア

試合番号 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
10:00 BSA-11-1 BSA-12-1 BSA-13-1 BSA-14-1 BSA-15-1 BSA-16-1 BSB-1-1 BSB-1-2 BSB-2-1 BSB-3-1 BSB-4-1 BSB-5-1 BSB-6-1 BSB-7-1 BSB-8-1 BSB-9-1 BSB-9-2

青木喜 坂本羽琉 行部有航 大城大獅 田渕斗翔 田坂颯汰 小暮一輝 大平陽翔 秋久侑貴 伊藤優汰 菅結翔 桝本啓太 安藤湊 青木楽 渡部峻 桝本勝太 北野理月
藍住エンジェル ＳＧＵジュニア 富田ジュニア 久松台 ミッキーズ 神郷ＪＢＣ ＳＪＢＣ 久松台 渚ジュニアバドミントンクラブ たまひよ ＧＬＡＮＺＢＣ 橿原ジュニア 笹川 藍住エンジェル 神郷ＪＢＣ 橿原ジュニア 藍住エンジェル

田中大智 萩原大生 田中碧 岡田史龍 北野斗真 野村悠人 英凜太郎 德元応惺 和田健吾 中島巧真 赤澤虹誠 寺岡大地 松浦悟翔 濱田辿 武田燈俐 芦村類 竹内美登
橿原ジュニア ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 天王ジュニア 橿原ジュニア 藍住エンジェル ＳＪＢＣ 西神ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 北島Ｂａｍｂｉ ミッキーズ 林崎ジュニア 西神ジュニア 西神ジュニア ラクーンジュニア 牟岐羽球 渚ジュニアバドミントンクラブ 立花ＳＫ

試合番号 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
10:30 GSB-1-1 GSB-1-2 GSB-2-1 GSB-3-1 GSB-4-1 GSB-5-1 GSB-6-1 GSB-7-1 GSB-8-1 GSC-1-1 GSC-1-2 GSC-2-1 GSC-3-1 BSC-1-1 BSC-2-1 BSC-3-1 GSA-1-2

原田心瑚 吉田鈴々 北添百葉 原京伽 行部夏琉 天野紗月 長屋汐 佐藤美翔 野口寿珠 宮下蒼夏 吉田茉生 吉田唯夏 西村愛莉 味岡頼哉 土井絢真 山本大翔 玉利夏凜
ミッキーズ 橿原ジュニア たまひよ Ｎライン 富田ジュニア ＳＪＢＣ 羽島 中萩ＪＢＣ[ 橿原ジュニア ＳＧＵジュニア 橿原ジュニア 橿原ジュニア 橿原ジュニア 田原スマッシュ ＡＮＧＥＬＳ 橿原ジュニア 西神ジュニア

芦田和葉 松田葵羽 坂井瑠那 谷依咲 草野ひまり 萩本琴音 山下依留 土井菫花 矢吹玲奈 小松原千晴 吉田実生 野村美月 森山花菜乃 川端琉豊 高岡瑛太 檜垣胡太郎 宮下海空
ＡＮＧＥＬＳ 林崎ジュニア 林崎ジュニア 小松島ジュニア 橿原ジュニア 橿原ジュニア 八万ジュニア ＡＮＧＥＬＳ Ｎライン ＳＪＢＣ 橿原ジュニア ＳＪＢＣ グータッチ 藍住エンジェル グータッチ 中萩ＪＢＣ ＳＧＵジュニア

試合番号 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
11:00 GSA-2-2 GSA-3-2 GSA-4-2 GSA-5-2 GSA-6-2 GSA-7-2 GSA-8-2 GSA-9-2 GSA-10-2 GSA-11-2 GSA-12-2 GSA-13-2 GSA-14-2 GSA-15-2 GSA-16-2 GSA-17-2 GSA-18-2

古林さやか 西森葵彩 射場苺風 岩田萌楓 徳岡ももこ 北村愛華 水垣結梨 出口彩羽 苅田苺衣 和田笑花 竹花朋華 久門莉穂 濱田夢来 原咲花 安宅美桜 森川ひまわり 吉井彩乃
藍住エンジェル たまひよ 西神ジュニア 内町ジュニア 渚ジュニアバドミントンクラブ 西神ジュニア 西神ジュニア グータッチ 神郷ＪＢＣ 北島Ｂａｍｂｉ Ｎライン ＧＬＡＮＺＢＣ ラクーンジュニア 立花ＳＫ 林崎ジュニア 橿原ジュニア 春野ジュニア

山野喜々 堤杏樹 萩原柑奈 弘松環奈 生島遥 松田風花 坂井夕真 山口和花 堤杏 堀江奎嘉 浅田菜心 牧野実里 脇口あゆり 寺坂菜都子 田中心智 檜垣亜胡 日野佑奈
神郷ＪＢＣ 八万ジュニア 八万ジュニア 横内ＪＢＣ 立花ＳＫ 横内ＪＢＣ ミッキーズ 八万ジュニア 助任ジュニア ＳＪＢＣ ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 立花ＳＫ ＳＧＵジュニア ミッキーズ 横内ＪＢＣ 中萩ＪＢＣ ＳＧＵジュニア

試合番号 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
11:30 GSA-19-2 GSA-20-2 GSA-21-2 GSA-22-2 GSA-23-2 BSA-1-3 BSA-1-4 BSA-2-2 BSA-3-2 BSA-4-2 BSA-5-2 BSA-6-2 BSA-7-2 BSA-8-2 BSA-9-2 BSA-10-2 BSA-11-2

谷口結菜 三好萌生 福井蒼実 三原茉果 味岡ゆな 篠原康輔 中谷幸太郎 中本理翔 舛田武琉 井口蓮 小松原航 峯岡煌 山脇怜旺 別役春樹 宇賀望空斗 松澤絢闘 田中大智
ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 春野ジュニア 田原スマッシュ ミッキーズ 田原スマッシュ 中萩ＪＢＣ ミッキーズ 八万ジュニア 藍住エンジェル 橿原ジュニア ＳＪＢＣ 橿原ジュニア 西神ジュニア 天王ジュニア 天王ジュニア 西神ジュニア 橿原ジュニア

長屋葵乃 白木紗佳 福田希乃花 堤凛 笹岡児樹 藤野敬心 吉田碧葉 山崎稜英 粂野駿 安積優汰 大中悠輔 中越樂 四宮琉聖 西岡璃久 前原元気 大谷宙 西野俊哉
羽島 羽島 神郷ＪＢＣ 助任ジュニア 八万ジュニア 天王ジュニア 内町ジュニア 橿原ジュニア ＳＧＵジュニア ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 中萩ＪＢＣ 天王ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 内町ジュニア 牟岐羽球 内町ジュニア ミッキーズ

試合番号 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
12:00 BSA-12-2 BSA-13-2 BSA-14-2 BSA-15-2 BSA-16-2 BSB-1-3 BSB-1-4 BSB-2-2 BSB-3-2 BSB-4-2 BSB-5-2 BSB-6-2 BSB-7-2 BSB-8-2 BSB-9-3 BSB-9-4 GSB-1-3

萩原大生 田中碧 岡田史龍 北野斗真 野村悠人 小暮一輝 大平陽翔 和田健吾 中島巧真 赤澤虹誠 寺岡大地 松浦悟翔 濱田辿 武田燈俐 桝本勝太 北野理月 原田心瑚
ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 天王ジュニア 橿原ジュニア 藍住エンジェル ＳＪＢＣ ＳＪＢＣ 久松台 北島Ｂａｍｂｉ ミッキーズ 林崎ジュニア 西神ジュニア 西神ジュニア ラクーンジュニア 牟岐羽球 橿原ジュニア 藍住エンジェル ミッキーズ

下山晃史 松浦優翔 篠田悠斗 伊藤有玖 沖野匠真 德元応惺 英凜太郎 竹内大晃 浅田龍叶 小暮徹信 近藤陽都 西岡瑠良 三木遥人 堀江律公 竹内美登 芦村類 松田葵羽
小松島ジュニア 西神ジュニア 羽島 たまひよ 北島Ｂａｍｂｉ 北島Ｂａｍｂｉ 西神ジュニア 立花ＳＫ ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ ＳＪＢＣ 福島ラビット 内町ジュニア ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ ＳＪＢＣ 立花ＳＫ 渚ジュニアバドミントンクラブ 林崎ジュニア

試合番号 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
12:30 GSB-1-4 GSB-2-2 GSB-3-2 GSB-4-2 GSB-5-2 GSB-6-2 GSB-7-2 GSB-8-2 GSC-1-3 GSC-1-4 GSC-2-2 GSC-3-2 BSC-1-2 BSC-2-2 BSC-3-2 GSA-1-3 GSA-2-3

吉田鈴々 坂井瑠那 谷依咲 草野ひまり 萩本琴音 山下依留 土井菫花 矢吹玲奈 宮下蒼夏 吉田茉生 野村美月 森山花菜乃 川端琉豊 高岡瑛太 檜垣胡太郎 久保夏彩 増田夏
橿原ジュニア 林崎ジュニア 小松島ジュニア 橿原ジュニア 橿原ジュニア 八万ジュニア ＡＮＧＥＬＳ Ｎライン ＳＧＵジュニア 橿原ジュニア ＳＪＢＣ グータッチ 藍住エンジェル グータッチ 中萩ＪＢＣ たまひよ ＳＪＢＣ
芦田和葉 苅田未衣 田中絆智 中川里南 勝瀬絢音 三反田紗夢 後藤姫桜 川端唯衣花 吉田実生 小松原千晴 津野永椛 四宮佑菜 谷岡陽一朗 佐藤夢翔 出口壱織 宮下海空 山野喜々
ＡＮＧＥＬＳ 神郷ＪＢＣ 横内ＪＢＣ 西神ジュニア 小松島ジュニア ミッキーズ 北島Ｂａｍｂｉ 藍住エンジェル 橿原ジュニア ＳＪＢＣ 助任ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ たまひよ 中萩ＪＢＣ グータッチ ＳＧＵジュニア 神郷ＪＢＣ

対戦者

第27回徳島ジュニアオープン　　　令和４月２日

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者



試合番号 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
13:00 GSA-3-3 GSA-4-3 GSA-5-3 GSA-6-3 GSA-7-3 GSA-8-3 GSA-9-3 GSA-10-3 GSA-11-3 GSA-12-3 GSA-13-3 GSA-14-3 GSA-15-3 GSA-16-3 GSA-17-3 GSA-18-3 GSA-19-3

久保優佳 大森美夢 井優愛 牧村花菜 長富絢叶 小泉朋葵 武木田葵葉 相原乙芭 増本さわ 松本楓音 井内佑美 池内美音 野々村陽向 土井芙花 宮内杏凜 宮田しおり 丸岡夢路
長森・日野ＳＣ 橿原ジュニア ＳＪＢＣ 橿原ジュニア ミッキーズ 福島ラビット ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 笹川 東雲ＢＳＳ 朝倉ワークｊｒ 助任ジュニア 西神ジュニア たまひよ ＡＮＧＥＬＳ 藍住エンジェル 富田ジュニア 小松島ジュニア

堤杏樹 萩原柑奈 弘松環奈 生島遥 松田風花 坂井夕真 山口和花 堤杏 堀江奎嘉 浅田菜心 牧野実里 脇口あゆり 寺坂菜都子 田中心智 檜垣亜胡 日野佑奈 長屋葵乃
八万ジュニア 八万ジュニア 横内ＪＢＣ 立花ＳＫ 横内ＪＢＣ ミッキーズ 八万ジュニア 助任ジュニア ＳＪＢＣ ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 立花ＳＫ ＳＧＵジュニア ミッキーズ 横内ＪＢＣ 中萩ＪＢＣ ＳＧＵジュニア 羽島

試合番号 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
13:30 GSA-20-3 GSA-21-3 GSA-22-3 GSA-23-3 BSA-1-5 BSA-1-6 BSA-2-3 BSA-3-3 BSA-4-3 BSA-5-3 BSA-6-3 BSA-7-3 BSA-8-3 BSA-9-3 BSA-10-3 BSA-11-3 BSA-12-3

玉利夏音 後藤花姫 芦田彩有季 服部梨子 篠原康輔 藤野敬心 芦村陸 假屋眞彦 青山遙翔 西奏祐 高月拓真 青山蒼介 磯田拓海 西本光馬 桝本琉斗 青木喜 坂本羽琉
西神ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ ＡＮＧＥＬＳ ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 中萩ＪＢＣ 天王ジュニア 渚ジュニアバドミントンクラブ たまひよ ＴＯＹＯ体協 富田ジュニア 西神ジュニア 羽島 橿原ジュニア 余土カブス 橿原ジュニア 藍住エンジェル ＳＧＵジュニア

白木紗佳 福田希乃花 堤凛 笹岡児樹 中谷幸太郎 吉田碧葉 山崎稜英 粂野駿 安積優汰 大中悠輔 中越樂 四宮琉聖 西岡璃久 前原元気 大谷宙 西野俊哉 下山晃史
羽島 神郷ＪＢＣ 助任ジュニア 八万ジュニア ミッキーズ 内町ジュニア 橿原ジュニア ＳＧＵジュニア ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 中萩ＪＢＣ 天王ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ 内町ジュニア 牟岐羽球 内町ジュニア ミッキーズ 小松島ジュニア

試合番号 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
14:00 BSA-13-3 BSA-14-3 BSA-15-3 BSA-16-3 BSB-1-5 BSB-1-6 BSB-2-3 BSB-3-3 BSB-4-3 BSB-5-3 BSB-6-3 BSB-7-3 BSB-8-3 BSB-9-5 BSB-9-6 GSB-1-5 GSB-1-6

行部有航 大城大獅 田渕斗翔 田坂颯汰 小暮一輝 德元応惺 秋久侑貴 伊藤優汰 菅結翔 桝本啓太 安藤湊 青木楽 渡部峻 桝本勝太 竹内美登 原田心瑚 松田葵羽
富田ジュニア 久松台 ミッキーズ 神郷ＪＢＣ ＳＪＢＣ 北島Ｂａｍｂｉ 渚ジュニアバドミントンクラブ たまひよ ＧＬＡＮＺＢＣ 橿原ジュニア 笹川 藍住エンジェル 神郷ＪＢＣ 橿原ジュニア 立花ＳＫ ミッキーズ 林崎ジュニア

松浦優翔 篠田悠斗 伊藤有玖 沖野匠真 大平陽翔 英凜太郎 竹内大晃 浅田龍叶 小暮徹信 近藤陽都 西岡瑠良 三木遥人 堀江律公 北野理月 芦村類 吉田鈴々 芦田和葉
西神ジュニア 羽島 たまひよ 北島Ｂａｍｂｉ 久松台 西神ジュニア 立花ＳＫ ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ ＳＪＢＣ 福島ラビット 内町ジュニア ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ ＳＪＢＣ 藍住エンジェル 渚ジュニアバドミントンクラブ 橿原ジュニア ＡＮＧＥＬＳ

試合番号 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
14:30 GSB-2-3 GSB-3-3 GSB-4-3 GSB-5-3 GSB-6-3 GSB-7-3 GSB-8-3 GSC-1-5 GSC-1-6 GSC-2-3 GSC-3-3 BSC-1-3 BSC-2-3 BSC-3-3 GSA-1 GSA-2 GSA-3

北添百葉 原京伽 行部夏琉 天野紗月 長屋汐 佐藤美翔 野口寿珠 宮下蒼夏 吉田実生 吉田唯夏 西村愛莉 味岡頼哉 土井絢真 山本大翔
たまひよ Ｎライン 富田ジュニア ＳＪＢＣ 羽島 中萩ＪＢＣ[ 橿原ジュニア ＳＧＵジュニア 橿原ジュニア 橿原ジュニア 橿原ジュニア 田原スマッシュ ＡＮＧＥＬＳ 橿原ジュニア

苅田未衣 田中絆智 中川里南 勝瀬絢音 三反田紗夢 後藤姫桜 川端唯衣花 吉田茉生 小松原千晴 津野永椛 四宮佑菜 谷岡陽一朗 佐藤夢翔 出口壱織
神郷ＪＢＣ 横内ＪＢＣ 西神ジュニア 小松島ジュニア ミッキーズ 北島Ｂａｍｂｉ 藍住エンジェル 橿原ジュニア ＳＪＢＣ 助任ジュニア 北島Ｂａｍｂｉ たまひよ 中萩ＪＢＣ グータッチ

試合番号 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
15:00 GSA-4 GSA-5 GSA-6 GSA-7 BSA-1 BSA-2 BSA-3 BSA-4 BSA-5 BSA-6 BSA-7 BSA-8 BSB-1 GSB-1 GSB-2 GSB-3 GSB-4

試合番号 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
15:30 GSC-1 BSC-1 GSA-8 GSA-9 GSA-10 GSA-11 GSA-12 GSA-13 GSA-14 GSA-15 BSA-9 BSA-10 BSA-11 BSA-12 BSB-2 BSB-3 BSB-4

試合番号 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
16:00 BSB-5 GSB-5 GSB-6 GSC-決勝 BSC-決勝 GSA-16 GSA-17 GSA-18 GSA-19 BSA-13 BSA-14

試合番号 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
16:30 BSB-6 BSB-7 GSB-決勝 GSA-20 GSA-21 BSA-決勝

試合番号 261 262
17:00 BSB-決勝 GSA-決勝

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者



参加者一覧

坂本　羽琉 SGUジュニア 6年 愛知県 高月　拓真 西神ジュニア 6年 兵庫県
脇口　あゆり SGUジュニア 6年 愛知県 松浦　優翔 西神ジュニア 6年 兵庫県
日野　佑奈 SGUジュニア 6年 愛知県 松澤 　絢闘 西神ジュニア 6年 兵庫県
粂野　駿 SGUジュニア 5年 愛知県 山脇　怜旺 西神ジュニア 6年 兵庫県
宮下　海空 SGUジュニア 5年 愛知県 玉利　夏凜 西神ジュニア 6年 兵庫県
宮下　蒼夏 SGUジュニア 2年 愛知県 水垣　結梨 西神ジュニア 6年 兵庫県

射場　苺風 西神ジュニア 6年 兵庫県
篠田　悠斗 羽島 6年 岐阜県 池内　美音 西神ジュニア 5年 兵庫県
青山　蒼介 羽島 6年 岐阜県 北村　愛華 西神ジュニア 5年 兵庫県
長屋　葵乃 羽島 6年 岐阜県 玉利　夏音 西神ジュニア 5年 兵庫県
白木　紗佳 羽島 5年 岐阜県 松浦　悟翔 西神ジュニア 4年 兵庫県
長屋　汐 羽島 3年 岐阜県 寺岡　大地 西神ジュニア 4年 兵庫県

中川　里南 西神ジュニア 4年 兵庫県
久保　優佳 長森・日野SC 6年 岐阜県 英　凜太郎 西神ジュニア 3年 兵庫県

相原　乙芭 笹川 6年 三重県 増田 夏 SJBC 6年 兵庫県
安藤　湊 笹川 4年 三重県 井 優愛 SJBC 6年 兵庫県

小松原 航 SJBC 5年 兵庫県
味岡　ゆな 田原スマッシュ 6年 大阪府 野村 悠人 SJBC 5年 兵庫県
福井　蒼実 田原スマッシュ 6年 大阪府 堀江 奎嘉 SJBC 5年 兵庫県
味岡　頼哉 田原スマッシュ 2年 大阪府 小暮 一輝 SJBC 4年 兵庫県

天野 紗月 SJBC 4年 兵庫県
磯田　拓海 橿原ジュニア 6年 奈良県 小暮 徹信 SJBC 3年 兵庫県
桝本　琉斗 橿原ジュニア 6年 奈良県 堀江 律公 SJBC 3年 兵庫県
岡田　史龍 橿原ジュニア 6年 奈良県 野村 美月 SJBC 2年 兵庫県
大森　美夢 橿原ジュニア 6年 奈良県 小松原 千晴 SJBC 1年 兵庫県
牧村　花菜 橿原ジュニア 6年 奈良県
森川　ひまわり 橿原ジュニア 6年 奈良県 芦田　彩有季 ANGELS 6年 兵庫県
田中　大智 橿原ジュニア 5年 奈良県 土井　芙花 ANGELS 6年 兵庫県
井口　蓮 橿原ジュニア 5年 奈良県 土井　菫花 ANGELS 4年 兵庫県
峯岡　煌 橿原ジュニア 5年 奈良県 芦田　和葉 ANGELS 3年 兵庫県
山崎　稜英 橿原ジュニア 5年 奈良県 土井　絢真 ANGELS 2年 兵庫県
桝本　啓太 橿原ジュニア 4年 奈良県
桝本　勝太 橿原ジュニア 4年 奈良県 武木田　葵葉 NAKAO.J.B.C 6年 兵庫県
野口　寿珠 橿原ジュニア 4年 奈良県 萩原　大生 NAKAO.J.B.C 5年 兵庫県
草野　ひまり 橿原ジュニア 4年 奈良県 安積　優汰 NAKAO.J.B.C 5年 兵庫県
萩本　琴音 橿原ジュニア 4年 奈良県 服部　梨子 NAKAO.J.B.C 5年 兵庫県
吉田　鈴々 橿原ジュニア 4年 奈良県 谷口　結菜 NAKAO.J.B.C 5年 兵庫県
山本　大翔 橿原ジュニア 2年 奈良県 浅田　菜心 NAKAO.J.B.C 5年 兵庫県
西村　愛莉 橿原ジュニア 2年 奈良県 三木　遥人 NAKAO.J.B.C 3年 兵庫県
吉田　茉生 橿原ジュニア 2年 奈良県 浅田　龍叶 NAKAO.J.B.C 3年 兵庫県
吉田　唯夏 橿原ジュニア 2年 奈良県
吉田　実生 橿原ジュニア 2年 奈良県 原　咲花 立花SK 6年 兵庫県

牧野　実里 立花SK 6年 兵庫県
芦村　陸 渚ジュニア 6年 鳥取県 生島　遥 立花SK 5年 兵庫県
徳岡 ももこ 渚ジュニア 6年 鳥取県 竹内　美登 立花SK 4年 兵庫県
秋久 侑貴 渚ジュニア 4年 鳥取県 竹内　大晃 立花SK 3年 兵庫県
芦村　類 渚ジュニア 3年 鳥取県

田渕　斗翔 ミッキーズ 6年 岡山県
大城　大獅 久松台 5年 広島県 長富　絢叶 ミッキーズ 6年 岡山県
大平　陽翔 久松台 3年 広島県 三原　茉果 ミッキーズ 6年 岡山県

西野　俊哉 ミッキーズ 5年 岡山県
竹花　朋華 Nライン 6年 岡山県 中谷　幸太郎 ミッキーズ 5年 岡山県
原　京伽 Nライン 4年 岡山県 坂井　夕真 ミッキーズ 5年 岡山県
矢吹　玲奈 Nライン 4年 岡山県 寺坂　菜都子 ミッキーズ 5年 岡山県

原田　心瑚 ミッキーズ 4年 岡山県
青山　遙翔 TOYO体協 6年 岡山県 中島　巧真 ミッキーズ 3年 岡山県

三反田　紗夢 ミッキーズ 3年 岡山県



松本　楓音 朝倉ワークｊｒ 5年 高知県 篠原　康輔 中萩J BC 6年 愛媛県
大中　悠輔 中萩J BC 5年 愛媛県

濱田　夢来 ラクーンジュニア 6年 高知県 檜垣　亜胡 中萩J BC 5年 愛媛県
濱田　辿 ラクーンジュニア 3年 高知県 佐藤　美翔 中萩J BC 4年 愛媛県

佐藤　夢翔 中萩J BC 2年 愛媛県
三好　萌生 春野ジュニア 6年 高知県 檜垣　胡太郎 中萩J BC 2年 愛媛県
吉井　彩乃 春野ジュニア 6年 高知県

久門　莉穂 GLANZ BC 6年 愛媛県
出口　彩羽 グータッチ 5年 高知県 菅　結翔 GLANZ BC 4年 愛媛県
高岡　瑛太 グータッチ 2年 高知県
出口　壱織 グータッチ 2年 高知県 田坂　颯汰 神郷JBC 6年 愛媛県
森山　花菜乃 グータッチ 2年 高知県 山野　喜々 神郷JBC 6年 愛媛県

苅田　苺衣 神郷JBC 5年 愛媛県
田中　心智 横内JBC 6年 高知県 福田　希乃花 神郷JBC 5年 愛媛県
松田　風花 横内JBC 5年 高知県 渡部　峻 神郷JBC 3年 愛媛県
弘松　環奈 横内JBC 5年 高知県 苅田　未衣 神郷JBC 3年 愛媛県
田中　絆智 横内JBC 3年 高知県

増本　さわ 東雲BSS 6年 愛媛県
假屋眞彦 たまひよ 6年 高知県
久保夏彩 たまひよ 6年 高知県 西本　光馬 余土カブス 6年 愛媛県
野々村陽向 たまひよ 6年 高知県
伊藤有玖 たまひよ 5年 高知県 西　奏祐 富田ジュニア 6年 徳島県
西森葵彩 たまひよ 5年 高知県 行部　有航 富田ジュニア 6年 徳島県
伊藤優汰 たまひよ 4年 高知県 宮田　しおり 富田ジュニア 5年 徳島県
北添百葉 たまひよ 4年 高知県 行部　夏琉 富田ジュニア 3年 徳島県
谷岡陽一朗 たまひよ 1年 高知県

小泉　朋葵 福島ラビット 6年 徳島県
中越   樂 天王ジュニア 6年 高知県 近藤　陽都 福島ラビット 4年 徳島県
田中  碧 天王ジュニア 6年 高知県
別役  春樹 天王ジュニア 6年 高知県 四宮　琉聖 北島Bambi 5年 徳島県
宇賀  望空斗 天王ジュニア 5年 高知県 沖野　匠真 北島Bambi 5年 徳島県
藤野  敬心 天王ジュニア 5年 高知県 後藤　花姫 北島Bambi 5年 徳島県

和田　笑花 北島Bambi 5年 徳島県
堤　杏 助任ジュニア 6年 徳島県 和田　健吾 北島Bambi 3年 徳島県
井内　佑美 助任ジュニア 6年 徳島県 德元　応惺 北島Bambi 3年 徳島県
堤　凛 助任ジュニア 6年 徳島県 後藤　姫桜 北島Bambi 3年 徳島県
津野　永椛 助任ジュニア 2年 徳島県 四宮　佑菜 北島Bambi 1年 徳島県

丸岡 夢路 小松島ジュニア 6年 徳島県 前原　元気 牟岐羽球 6年 徳島県
下山 晃史 小松島ジュニア 5年 徳島県 武田　燈俐 牟岐羽球 3年 徳島県
谷 依咲 小松島ジュニア 4年 徳島県
勝瀬 絢音 小松島ジュニア 4年 徳島県 青木　喜 藍住エンジェル 6年 徳島県

北野　斗真 藍住エンジェル 6年 徳島県
西岡　璃久 内町ジュニア 6年 徳島県 舛田　武琉 藍住エンジェル 5年 徳島県
岩田　萌楓 内町ジュニア 6年 徳島県 宮内　杏凜 藍住エンジェル 5年 徳島県
大谷　宙 内町ジュニア 5年 徳島県 古林　さやか 藍住エンジェル 5年 徳島県
吉田　碧葉 内町ジュニア 5年 徳島県 青木　楽 藍住エンジェル 4年 徳島県
西岡　瑠良 内町ジュニア 3年 徳島県 北野　理月 藍住エンジェル 4年 徳島県

川端　唯衣花 藍住エンジェル 4年 徳島県
中本理翔 八万ジュニア 6年 徳島県 川端　琉豊 藍住エンジェル 2年 徳島県
笹岡　児樹 八万ジュニア 6年 徳島県
堤　杏樹 八万ジュニア 5年 徳島県 安宅  美桜 林崎ジュニア 6年 徳島県
萩原　柑奈 八万ジュニア 5年 徳島県 赤澤  虹誠 林崎ジュニア 4年 徳島県
山口　和花 八万ジュニア 5年 徳島県 坂井  瑠那 林崎ジュニア 4年 徳島県
山下　依留 八万ジュニア 3年 徳島県 松田  葵羽 林崎ジュニア 4年 徳島県


