
第２２回北信越小学生大会
平成２３年３月６日　　長野運動公園総合体育館

６年生男子
決勝トーナメント

予選リーグ

C-③

大野ジュニア（福井）

2

（S１－０　D１－１）

０（１３－１５　９－１５）２

　清水　康士郎・正津　網基 ２（１５－６　１５－３）０

　林　貴光・内山　智仁

　小平　将士

　堂本　侑也・鳥毛　輝一 ２（１５－１０　１５－７）０ 　小原　一真・下澤　元紀

1

南信・ＴＩＪ駒ケ根・南木曽（長野）

　井田　明徳・芝山　琉斗 ０（５－１５　５－１５）２ 　片平　泰雅・森本　樹

南信・ＴＩＪ駒ケ根・南木曽（長野）

　林　貴光・内山　智仁 ２（１５－７　１５－１０）０ 　小原　一真・下澤　元紀
0

　小平　将士

　井田　明徳・高柳　太祐

　高瀬　史人・正津　網基 ２（９－１５　１５－１２　１５－９）１

　土平　孟・鳥毛　輝一

　高井　俊暢 ２（１５－８　１５－４）０ 　堂本　侑也
1

バドミントンクラブかしま（石川）

C-②

大野ジュニア（福井）

3

（S１－０　D２－０）

　高井　俊暢 ２（１５－１　１５－１）０

　横田　和樹・安藤　拓実

　高橋　優斗

　紫山　明日翔・遠山　正祥 ２（１５－５　１５－１２）０ 　中村　大地・古川　陵頌

２（１５－９　１５－５）０

　片平　泰雅・森本　樹

B-③

岩室ジュニア・小須戸スポ少（新潟）

3

（S１－０　D２－０）

0

中野ジュニア・更北ジュニア（長野）

　佐藤　未来矢・常林坊　和希

　小林　悠人 ２（１８－２０　１５－４　１５－１２）１

C-①

バドミントンクラブかしま（石川）

2

（S１－０　D１－１）

　土平　孟 ２（１５－５　１５－２）０

1

　吉田　翔喜・松林　拓海

井口ジュニアバドミントンクラブ（富山）

　岩淵　瑞貴・海津　旭 ０（７－１５　６－１５）２ 　高田　将志・松村　拳士郎

　小林　悠人 ２（１５－４　１５－７）０ 　前川　裕城

１（１３－１５　１７－１５　１４－１６）２ 　安藤　拓実

　前川　裕城・松村　拳士郎 ２（１５－１１　１５－１３）０ 　高橋　優斗・横田　和樹

1

中野ジュニア・更北ジュニア（長野）

　中村　大地・古川　陵頌

B-②

岩室ジュニア・小須戸スポ少（新潟）

2

（S１－０　D１－１）

　佐藤　未来矢・常林坊　和希 ２（１５－４　１５－４）０

A-③

　長谷川　貴士・中野　崇人 ２（１３－１５　１５－５　１８－１６）１

B-①

井口ジュニアバドミントンクラブ（富山）

2

（S０－１　D２－０）

　林　拓馬・松林　拓海 ２（１５－７　１５－５）０

　高田　将志

A-④

勝山南部ジュニア（福井）

2

（S０－１　D２－０）

２（１５－５　１５－２）０

２（１５－１１　１５－８）０ 　斉藤　正昴・藤田　啓汰

１（１５－１１　９－１５　４－１５）２ 　斉藤　正昴・寺尾　健太郎

２（１５－４　１５－４）０

　南茂　蓮太・斉藤　楓

阿賀野ジュニア（新潟）

　若林　伸・奥村　智人

　日光　駿 ２（１５－１２　１５－１０）０ 　大崎　広裕

　新家　陽介・木田　能大

　手塚　涼介 ０（９－１５　１３－１５）２ 　齊藤　巧
1

滑川ジュニア・富山和合（富山）

　真川　嵩平・幅口　遼

　新家　陽介・木田　能大

　江口　直紀・森田　紫桜

０（９－１５　４－１５）２ 　大崎　広裕・寺尾　健太郎

1

1

大徳ジュニア（石川）

2

（S１－０　D１－１）

　音　陽介・尾崎　友哉

　若林　伸・奥村　智人

阿賀野ジュニア（新潟）

　幅口　遼・齊藤　巧
A-②

滑川ジュニア・富山和合（富山）

2

（S０－１　D２－０）

　真川　嵩平 ２（１５－１　１５－３）０ 　江口　直紀

2

２（１５－１２　１６－１４）０

　音　陽介・尾崎　友哉

　中野　崇人 １（１５－８　１３－１５　１３－１５）２ 　日光　駿
A-① 2

（S０－１　D２－０）

1
２（１５－８　１５－２）０

　長谷川　貴士・手塚　涼介 ２（１５－６　１５－１３）０

　遠山　正祥・岩淵　瑞貴

勝山南部ジュニア（福井）

　南茂　蓮太・大林　拓真

大徳ジュニア（石川）

1

岩室ジュニア・小須戸スポ少（新潟）

　佐藤　未来矢・常林坊　和希
2

　内山　智仁・正津　網基

（S１－０　D１－１）大野ジュニア（福井）

　小林　悠人

０（５－１５　９－１５）２

勝山南部ジュニア（福井）

　長谷川　貴士・中野　崇人

　大林　拓真

　南茂　蓮太・斉藤　楓

1

２（１５－４　１５－５）０

　高井　俊暢・林　貴光

準決勝

決勝

大野ジュニア（福井）

　林　貴光・内山　智仁

　高井　俊暢

　清水　康士郎・正津　網基

　清水　康士郎 ２（１５－１３　１５－１３）０

（S１－０　D１－１）

０（１２－１５　１３－１５）２

２（１５－１２　１５－６）０



第２２回北信越小学生大会
平成２３年３月６日　　長野運動公園総合体育館

５年生男子
決勝トーナメント

予選リーグ

C-②
　織田　雅史

3

（S１－０　D２－０）

　上條　昴樹

　清水　颯一・山下　太志 ０（７－１５　４－１５）２ 　河西　柚汰・立木　直樹

1

南信ジュニア（長野）

　唐澤　将太・伊藤　幸紀
C-③

新神田ジュニアバドミントンクラブ（石川）

2

（S－　D－）

　向井　悠師・加藤　黎 ２（１５－８　１２－１５　１５－９）１

　崎田　和真 ２（１３－１５　１５－１１　１５－４）

　崎田　和真

　福島　肇・井上　浩弥 ２（１１－１５　１５－１３　１５－８） 　向井　悠師・加藤　黎

0

Dream.Jr（福井）

　中本　亘治・近澤　笙

２（１８－１６　１５－１０）０

２（１５－７　１５－５）０

　加藤　賢志郎

　安孫　幹・山本　幸太 ０（６－１５　１１－１５）２ 　金田　琉偉・錦織　光

Dream.Jr（福井）

1

阿賀野・はちみつ（新潟）

　田村　和哉・渡辺　皓汰

　河西　柚汰・立木　直樹２（１５－１３　１５－５）０

２（８－１５　１５－１３　１５－８）１ 　五十嵐　秋斗

　唐澤　将太・小島　悠太郎２（１５－５　１５－７）０

２（１５－１１　７－１５　１９－１７）

　清水　颯一・山下　太志

新神田ジュニアバドミントンクラブ（石川）

C-①

南信ジュニア（長野）

3

（S１－０　D２－０）

0

　中本　亘治・近澤　笙

　織田　雅史・福島　肇

　上條　昴樹

（S１－０　D２－０）

２（１５－１３　１５－６）０

　安孫　幹・山本　幸太 ２（１５－１１　１５－７）０

　谷口　諒真 ２（１５－８　１５－８）０

B-③

能登町ジュニア（石川）

2

（S１－０　D１－１）

　山本　希望・川崎　泰希 ２（１１－１５　１５－１０　１５－１１

　谷口　諒真

B-②
　山本　希望・川崎　泰希

上市町ジュニア・入善ジュニア（富山）

　田村　和哉・田村宥弥 ０（０－15　３－１５）２ 　森　惇平・澤田　壮志

　五十嵐　秋斗 ２（１５－２　１５－１）０

　松本　一透・久保　楓真

能登町ジュニア（石川）

3

　森　史怜・西田　陽耶

　森　惇平
0

上市町ジュニア・入善ジュニア（富山）

　澤田　壮志・真岩　恵太

　大野　樹・道下史也 ０（７－１５　４－１５）２ 　上森　蒼月・長江　泰知
A-④

足羽ジュニア（福井）

2

（S１－０　D１－１）

　服部　輝正 ２（１６－１４　１５－１０）０

1

1

　島田　真博
B-①

阿賀野・はちみつ（新潟）

2

（S１－０　D１－１）

　金田　琉偉・錦織　光 ２（１５－８　１５－５）０

高岡ジュニア（富山）

　道下　凌我

　高橋　岬平・清水　智也 ２（１５－５　１５－７）０ 　竹内　周平・橋隅　舜希

２（１５－１２　１５－１３）０ 　高橋　玄・鈴木　琢真

　高橋　岬平・清水　智也

A-③

ＮＡＢＡ・松川・飯田（長野）

2

（S０－１　D１－１）

1

小野・三条・中野島（新潟）

　柏原　迅・曽根原　唱

　石澤　樹

　小林　大和・高橋　奎介 ２（１５－５　１５－８）０ 　高橋　快・目崎　駿太郎

　吉川　俊輝 ０（１３－１５　１１－１５）２

　道下　凌我

1

　高橋　快・目崎　駿太郎

小野・三条・中野島（新潟）

　大野　樹・道下史也 ０（７－１５　７－１５）２ 　高橋　玄・鈴木　琢真

　服部　輝正 ２（１５－１３　１６－１４）０ 　石澤　樹

　高橋　岬平・清水　智也 ２（１５－１　１５－３）０

　柏原　迅

　竹内　周平・橋隅　舜希 ２（１５－９　１６－１４）０ 　曽根原　唱・吉川　俊輝

1

ＮＡＢＡ・松川・飯田（長野）

　小林　大和・高橋　奎介１（１５－１２　７－１５　１３－１５）

2

（S－　D－）

0

能登町ジュニア（石川）

　大野　樹・道下史也 試合なし 　安孫　幹・山本　幸太

A-①

高岡ジュニア（富山）

2

（S１－０　D１－１）

　山元　柊平・上森　蒼月

決勝

足羽ジュニア（福井）

２（１５－９　１５－７）０

２（１５－１０　１５－３）０

２（１５－１３　１５－１１）０ 　谷口　諒真

A-②

足羽ジュニア（福井）

2

（S１－０　D１－１）

　山本　希望・川崎　泰希

　服部　輝正

　織田　雅史
0

Dream.Jr（福井）

　高橋　岬平・清水　智也 ２（１５－６　１５－３）０ 　池田　陸・山本　開斗

　福島　肇・近澤　笙

準決勝

足羽ジュニア（福井）

2

（S１－０　D１－０）

　大野　樹・道下史也 試合なし

　服部　輝正 ２（１５－６　１５－７）０



第２２回北信越小学生大会
平成２３年３月６日　　長野運動公園総合体育館

４年生男子
決勝トーナメント

予選リーグ

C-③

阿賀野ジュニア（新潟）

3

（S１－０　D２－０）

　石塚　凌・小林　悠斗 ２（１６－１４　１３－１５　１５－９）

　斎藤　由樹 ２（１６－１４　１５－１２）０ 　元文　大夢

　石塚　稜梧・大月　一摩 ２（１５－２　１５－４）０ 　中山　柚・小寺　晋之介

0

Dream.Jr（福井）

　勝木　佑真・中村　怜

C-②

Dream.Jr（福井）

2

（S０－１　D２－０）

２（１５－１　１５－０）０

　佐藤　佑樹・河原　広樹 ２（１５－４　１５－３）０

　勝木　佑真・中村　怜

　長柄　佑斎

　島原　健琉・竹内　寛太 ０（１０－１５　１０－１５）２ 　東　志音・森　大智

1

南木曽・佐久・臥龍（長野）

　石塚　凌・小林　悠斗 ２（１５－４　１５－０）０ 　小椋　悠起・垂見　純一
0

　藤岡　広隆

　北原　聖之・垂見　純一

　石塚　稜梧・大月　一摩 ２（１５－３　１５－４）０

　磯部　太志・小椋　悠起

　織田　涼也 ０（７－１５　３－１５）２ 　藤岡　広隆
1

南木曽・佐久・臥龍（長野）

C-①

阿賀野ジュニア（新潟）

3

（S１－０　D２－０）

　斎藤　由樹 ２（１５－１３　１８－１６）０

B-③

堀川南・高岡ジュニア（富山）

2

（S１－０　D１－１）

　大倉　飛龍 ２（１５－２　１５－８）０

高松ジュニア（石川）

　大田　海人・廣田　隆二 ２（１５－８　９－１５　１６－１４）１ 　高田　斗周・千場　翔也

　千場　翔也２（１５－４　１５－７）０　武田　航太

２（１５－７　１５－５）０ 　大田　海人・廣田　隆二

　高田　斗周・東　志音

　大倉　飛龍

　石本　空・二村　春煕 ２（１５－４　１５－７）０ 　高稲　大智・堀　陽歩

０（１７－１９　１４－１６）２

　山崎　汰一・三輪　泰輝

　北原　聖之・磯部　太志

B-②

小須戸・はちみつ（新潟）

2

（S０－１　D２－０）

1

堀川南・高岡ジュニア（富山）

　山崎　汰一・三輪　泰輝

　武田　航太

3

（S１－０　D２－０）

　田中　夢空・石塚　悠馬 ２（１５－９　１５－６）０

　松村　諒

B-①

高松ジュニア（石川）

3

（S１－０　D２－０）

0

　石本　空・二村　春煕 ２（１５－９　１５－５）０

小須戸・はちみつ（新潟）

　森　大智・碓井　健太２（１５－２　１５－４）０

A-②

　西村　穏

　田中　杏於・山下　陽生 ２（１５－１０　１５－９）０ 　松本　紳・長原　隆哉

0

ＯＫジュニアバドミントンクラブ（石川）

　吉田　光輝・北村　蓮
A-④

勝山ジュニア（福井）

　田中　杏於・山下　陽生 ２（１５－５　１５－４）０

２（１５－６　１５－３）０

A-③

新湊・婦中ジュニア（富山）

2

（S０－１　D２－０）

２（１５－８　１５－６）０

　高嶋　豊・米澤　早登 ２（９－１５　１５－９　１５－１２）１

　熊谷　悠吾・桑澤　直哉

　谷屋　慧隼 ０（３－１５　７－１７）２ 　高嶋　健人
1

南信ジュニア（長野）

　宮下　尚也・谷屋　慧真

　神田　元憲・津野　翔吉

新湊・婦中ジュニア（富山）

　宮下　尚也・谷屋　慧真

　松村　諒 ２（１５－１　１５－１）０ 　谷屋　慧隼

　本田　悠斗・西出　陸 ２（１３－１５　１５－８　１５－１０）
0

　高嶋　豊・米澤　早登

ＯＫジュニアバドミントンクラブ（石川）

　高嶋　健人・神田　元憲０（３－１５　２－１５）２　北村　蓮・清水　佳士

　本田　光

勝山ジュニア（福井）

3

（S１－０　D２－０）

決勝

小須戸・はちみつ（新潟）

2

（S１－０　D１－０）

　山崎　汰一・三輪　泰輝 ２（１５－１１　１５－９）０

　武田　航太

A-①

南信ジュニア（長野）

2

（S１－０　D１－１）

1
２（１５－９　１５－９）０　西村　穏

　津野　翔吉・吉川　颯哉２（１５－５　１５－２）０　松本　紳・長原　隆哉

２（１５－１１　１５－１０）０ 　斎藤　由樹

　石本　空・二村　春煕 試合なし 　石塚　稜梧・大月　一摩

0

阿賀野ジュニア（新潟）

　石塚　凌・小林　悠斗

準決勝

阿賀野ジュニア（新潟）

2

（S０－１　D２－０）

　石塚　稜梧・大月　一摩 ２（１５－９　１５－５）０

　斎藤　由樹 ０（６－１５　１０－１５）２

　石塚　凌・小林　悠斗 ２（１５－９　１５－８）０ 　田中　杏於・山下　陽生

　本田　悠斗・西出　陸

　松村　諒
1

勝山ジュニア（福井）
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平成２３年３月６日　　長野運動公園総合体育館

６年生女子

決勝トーナメント

予選リーグ

C-③

勝山南部ジュニア（福井）

2

（S０－１　D１－１）

　坂井　愛香・木下　夏菜 ２（１５－６　１３－１５　１５－５）１

　堀　菜々夏 ０（９－１５　２－１５）２ 　上坂　愛依

　三屋　美咲・中野　沙羅 ２（１５－１３　１５－６）０ 　松浦　夏希・澤崎　あさひ

1

堀川南ジュニア（富山）

　福森　真帆・五十嵐　玲香

C-②

勝山南部ジュニア（福井）

2

（S１－０　D１－１）

０（３－１５　３－１５）２

　三屋　美咲・木下　夏菜 ２（１５－８　１６－１４）０

　酒井　陽菜子・原田　倫

２（１５－１０　１５－１１）０ 　高橋　侑希

　韮澤　美羽・石田　有彩 ０（１０－１５　１２－１５）２ 　酒井　優・玉村　未波

南信ジュニア（長野）

　福森　真帆・五十嵐　玲香 ２（１５－１３　１５－９）０ 　中村　朱里・川井　美音
1

　本田　陽香・小原　慧里

　高田　あゆみ

　本田　陽香・小原　慧里

　松浦　夏希・澤崎　あさひ １（１１－１５　１５－１１　１７－１９）２

　中村　朱里・川井　美音

　坂井　愛香 ２（１５－６　１５－５）０ 　大塚　萌
1

南信ジュニア（長野）

C-①

堀川南ジュニア（富山）

2

（S１－０　D１－１）

　上坂　愛依 ２（１５－１　１５－１）０

B-③

飯田ジュニア（長野）

2

（S１－０　D１－１）

1
　目崎　澪・栃木　ゆき乃 ２（１５－２　１５－４）０ 　佐藤　麗・近藤　愛香

　永井　瀬雰

小野Ｊｒ．（新潟）

B-②

小野Ｊｒ．（新潟）

2

（S１－０　D１－１）

２（１５－３　１５－４）０

　韮澤　美羽・石田　有彩 １（１５－１０　１３－１５　１３－１５）２

　目崎　澪・栃木　ゆき乃

　大家　夏稀・菅野　りな ２（１５－８　１５－１１）０ 　山崎　友愛・宮崎　佳奈

0

0

　土山　未来

大野ジュニア（福井）

　松本　彩・本田　静紅 ２（１５－１１　１５－５）０ 　山岸　桃子・幸河　亜友美

ラヴスマッシュジュニア（石川）

　玉村　未波・近藤　愛香 ２（１５－１３　１５－９）０ 　山本　毬愛・中川　槙

　中松　美羽・江端　麻帆

　酒井　優・佐藤　麗 ２（１６－１４　１５－１１）０

　山本　毬愛・野尻　澪

　永井　瀬雰 ２（１５－１３　１５－１２）０ 　土山　未来
1

ラヴスマッシュジュニア（石川）

B-①

飯田ジュニア（長野）

3

（S１－０　D２－０）

　高橋　侑希 ２（１５－９　１５－７）０

　中松　美羽・江端　麻帆

A-③

はちみつ・北鯖石（富山）

2

（S１－０　D１－１）

1

上市バドミントンスクール（富山）

　山田　真未・佐藤　茉菜

　舘　美佐紀 ２（１５－１０　１５－９）０

１（１１－１５　１５－７　１０－１５）２ 　柳原　朱里・大屋　春菜

　山崎　友愛・山内　ゆかり

A-④

ＯＫジュニアバドミントンクラブ（石川）

3

（S１－０　D２－０）

　築山　綾乃 ２（１５－７　１５－６）０ 　澤田　望空

　松本　彩夏

　遠藤　祐奈・秋本　理恵 ２（１５－７　１５－１１）０ 　松井　友絵・尾塩　千聖

　築山　綾乃

1

　斎藤　優花・遠藤　祐奈

はちみつ・北鯖石（富山）

　宮崎　佳奈・山岸　桃子 １（１５－１０　１０－１５　６－１５）２ 　山田　真未・佐藤　茉菜

　澤田　望空 ２（１５－１２　１５－４）０ 　舘　美佐紀

　目崎　澪・栃木　ゆき乃 ２（１５－９　１５－３）０

　柳原　朱里

　松本　彩・本田　静紅 ２（１５－５　１５－７）０ 　枦山　菜々・清水　杏理

0

上市バドミントンスクール（富山）

　大屋　春菜・松本　彩夏２（１５－１３　１５－９）０

2

（S１－０　D１－０）

0

ＯＫジュニアバドミントンクラブ（石川）

　韮澤　美羽・石田　有彩 試合なし 　大家　夏稀・菅野　りな

A-①

ＯＫジュニアバドミントンクラブ（石川）

3

（S１－０　D２－０）

　大家　夏稀・菅野　りな

決勝

小野Ｊｒ．（新潟）

２（１５－１３　１５－１１）０

２（１５－５　１５－９）０

２（１５－１０　１５－１０）０ 　築山　綾乃

A-②

大野ジュニア（福井）

2

（S１－０　D１－１）

　松本　彩・本田　静紅

　永井　瀬雰

　酒井　陽菜子
1

勝山南部ジュニア（福井）

　松本　彩・本田　静紅 ０（１１－１５　１０－１５）２ 　坂井　愛香・三屋　美咲

　木下　夏菜・中野　沙羅

準決勝

ＯＫジュニアバドミントンクラブ（石川）

2

（S１－０　D１－１）

　大家　夏稀・菅野　りな ２（１５－７　１５－５）０

　築山　綾乃 ２（１５－１　１５－５）０
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C-③

堀川南・入善ジュニア（富山）

2

（S１－０　D１－１）

　河内　絵玲奈・小林　海名美 ２（１５－１３　１５－９）０

　長島　有沙 ２（１５－１１　１５－８）０ 　吉浦　愛花

　高倉　里奈・石森　もえ ０（４－１５　４－１５）２ 　大川　芽紅・川向　杏果

1

大徳ジュニア（石川）

　多崎　莉海・鈴木　那緒子

C-②

堀川南・入善ジュニア（富山）

2

（S１－０　D１－１）

２（１５－１０　１５－５）０

　小林　海名美・高倉　里奈 ０（９－１５　１３－１５）２

　松浦　未悠・石森　もえ

　伊藤　千晶

　大久保　紗希・関崎　真琴 ２（１５－２　１５－６）０ 　桑澤　優里・津野　琴音

0

南信ジュニア（長野）

　吉田　優亜・榎本　唯 ２（１５－１３　１５－１０）０ 　西本　杏里・山岡　姫佳

阿賀野・豊浦（新潟）

　多崎　莉海・鈴木　那緒子 ２（１５－２　１５－７）０ 　佐藤　恵・披田野　遥佳
0

　小室　美月

　佐藤　恵・小菅　民

　大川　芽紅・川向　杏果 ２（１５－１２　１５－７）０

　披田野　遥佳・小室　美月

　河内　絵玲奈 ２（１６－１４　１５－４）０ 　齋藤　成
1

阿賀野・豊浦（新潟）

C-①

大徳ジュニア（石川）

3

（S１－０　D２－０）

　吉浦　愛花 ２（１５－３　１５－５）０

　林　あかり・佐藤　花音

　伊藤　千晶

　泉脇　美羽・西藤　美悠 ０（１３－１５　１１－１５）２ 　宮下　春花・桑澤　優里

２（１５－７　１５－５）０

　齋藤　成・小菅　民

B-②

大野ジュニア（福井）

2

（S１－０　D１－１）

1

南信ジュニア（長野）

　内山　実久・前田　穂春

　村端　菜央 ２（１５－１１　１５－９）０

B-③

つばめ・豊栄（新潟）

3

（S１－０　D２－０）

　上杉　優里 ２（１５－１１　１５－８）０

1

　大久保　紗希・関崎　真琴

つばめ・豊栄（新潟）

　内山　実久・前田　穂春 ２（１５－４　１５－６）０ 　吉田　優亜・榎本　唯

　前田　恭彩 ０（５－１５　２－１５）２ 　上杉　優里

A-④

国府ジュニアバドミントンクラブ（石川）

2

（S１－０　D１－１）

　山下　咲季・吉田　瞳 ０（１０－１５　２－１５）２

　堀　琴乃 ２（１１－１５　１７－１５　１５－１１）１ 　福島　沙里奈

　高山　美月・川本　愛里 ２（１５－１３　１５－８）０ 　竹内　香子・向山　愛梨

1

高岡ジュニア・川原クラブ（富山）

　加藤　穂夏・向井　仁那

B-①

大野ジュニア（福井）

2

（S０－１　D２－０）

　村端　菜央・泉脇　美羽 ２（１５－７　１８－１６）０

　竹内　香子・向山　愛梨 １（１２－１５　１５－８　１０－１５）２

A-③

社南ジュニア（福井）

2

（S１－０　D１－１）

１（１５－１３　１０－１５　１９－２０）２

　高橋　青梅・加藤　茉衣 ２（１５－１１　１５－１１）０

A-②

　川井　有珠・星沢　美琴

　横田　奈々 ２（１３－１５　１５－６　１６－１４）１ 　藤岡　幸枝
1

南木曽ジュニア・臥龍Ｊｒ．

　松井　美虹・山村　迅輪

　金子　結菜・山本　こむぎ

南木曽ジュニア・臥龍Ｊｒ．

　金子　結菜・山本　こむぎ

　福島　沙里奈 ２（９－１５　１５－１０　１５－７）１ 　川井　有珠

　加藤　穂夏・向井　仁那 ２（１５－３　１５－２）０
1

　藤岡　幸枝・星沢　美琴

国府ジュニアバドミントンクラブ（石川）

　山下　咲季・吉田　瞳 ０（１１－１５　９－１５）２ 　横田　奈々・山村　迅輪

　堀　琴乃

高岡ジュニア・川原クラブ（富山）

2

（S１－０　D１－１）

決勝

大野ジュニア（福井）

2

（S１－０　D１－０）

　内山　実久・村端　菜央 ２（１５－７　１５－５）０

　前田　穂春

A-①

社南ジュニア（福井）

2

（S１－０　D１－１）

1
２（１５－１１　１５－６）０ 　渡邉　萌春

　高山　美月・川本　愛里 ２（１５－５　１５－１２）０ 　松井　美虹・小倉　亜友

２（１５－１１　１４－１６　１５－１３）１ 　高倉　里奈

　泉脇　美羽・前田　恭彩 １（１１－１５　１６－１５）１途中打ち切り 　河内　絵玲奈・小林　海名美

0

堀川南・入善ジュニア（富山）

　長島　有沙・石森　もえ

準決勝

堀川南・入善ジュニア（富山）

2

（S０－１　D２－０）

　河内　絵玲奈・小林　海名美 ２（１５－１３　１５－１３）０

　松浦　未悠 ０（４－１５　３－１５）２

　長島　有沙・石森　もえ ２（１５－８　１５－８）０ 　山下　咲季・吉田　瞳

　高山　美月・川本　愛里

　堀　琴乃
1

国府ジュニアバドミントンクラブ（石川）
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　高木　梨名

C-①

　増田　紗也・松山　祐実 ２（１５－１２　１５－８）０ 　恒川　咲桜・藤田　星来

　大泉　里沙・五十嵐　優花 ２（１５－１０　１５－１３）０

　高橋　南帆

1

山室中部・ＳＣ富山（富山）

２（１５－５　１５－２）０

０（８－１５　１３－１５）２ 　酒尾　李奈

２（１５－２　１５－３）０ 　伊藤　沙紀・藇谷　玲香

（Ｓ０－１　Ｄ２－０）

C-②

つばめ・坂井輪（新潟）

2

（Ｓ０－１　Ｄ２－０）

　高橋　南帆 ０（８－１５　４－１５）２

　大泉　里沙・五十嵐　優花

２（１５－５　１５－２）０

　若林　希実

　伊藤　沙紀・藇谷　玲香　酒尾　李奈・小林　羽夏

C-③

山室中部・ＳＣ富山（富山）

2 1

中央ジュニア（石川）

　恒川　咲桜・藤田　星来　長田　葉奈・若林　歩

　高木　梨名

２（８－１５　１５－５　１５－１１）１

０（４－１５　２－１５）２

　東　芽依・山元　千聖　工谷　実佑・小林　夏菜

つばめ・坂井輪（新潟）

2

（Ｓ０－１　Ｄ２－０）

1

　小林　羽夏・長田　葉奈

　若林　歩・若林　希実

中央ジュニア（石川）

　増田　紗也・松山　祐実

高岡ジュニア・川原クラブ（富山）

3 0

松本ジュニア（福井）

　水上　尚美・竹内　柚子　小澤　捺未・竹澤　知穂

　川島　優奈

２（６－１５　１５－１３　１６－１４）１

２（１６－１４　１５－９）０

２（１５－９　１５－６）０

　五味　未来

　東　芽依・山元　千聖 ２（１５－６　１５－４）０ 　五味　遥・片平　愛里

0

南信ジュニア（長野）

　水上　尚美・竹内　柚子 ２（１５－４　１５－８）０ 　春日　袖衣・神田　智里

（Ｓ１－０　Ｄ２－０）

　川島　優奈 ２（１５－１　１５－２）０

B-③

（Ｓ１－０　Ｄ２－０）

　織田　遥

B-① 3

B-②

高岡ジュニア・川原クラブ（富山）

3

　武居　翼・河西　紅花

（Ｓ１－０　Ｄ２－０）

２（１５－４　１５－７）０

２（１５－３　１５－７）０

南信ジュニア（長野）

0
　春日　袖衣・神田　智里

　五味　遥

　山田　栞・星川　夏渚

２（１５－１０　１５－９）０　大野　みる

２（１５－１７　１５－９　１５－６）１　佐藤　美花・月橋　唯奈

A-④ 3

（Ｓ１－０　Ｄ２－０）

　工谷　実佑・小林　夏菜 ２（１５－７　１５－０）０

松本ジュニア（福井）

　小林　彩花・小澤　捺未

　織田　遥

北鯖石ＪＢＣ・田尻フェニックス（新潟）

２（１５－１０　１５－１０）０

　田中　美羽

　藤島　泉・村松　美咲

0

　中村　日乃・前田　愛奈

　西行　愛希

　家　瑞羽・小川　真嬉

足羽ジュニア（福井）

１（１７－１９　１５－１１　１１－１５）２

金沢崎浦Ｗｉｎgs（石川）

　小林　詩歩・釜谷　知佳

２（９－１５　１５－５　１５－１１）１

２（１５－８　１５－６）０
A-②

北鯖石ＪＢＣ・田尻フェニックス（新潟）

2

（Ｓ１－０　Ｄ１－１）

　佐藤　美花・月橋　唯奈 ０（１３－１５　１１－１５）２

　大野　みる

　山田　栞・星川　夏渚
1

1

　小椋　梨生・垂見　琴奈

　西行　愛希 ２（１５－７　９－１５　１５－９）１ 　松井　あかり
1

南木曽ジュニア（長野）

　家　瑞羽・小川　真嬉

　青木　結那・青木　天珠

　松井　あかり

　藤島　泉・村松　美咲 ２（１５－１３　１５－９）０

A-③

足羽ジュニア（福井）

2

（Ｓ１－０　Ｄ１－１）

２（１５－３　１５－６）０

　中村　日乃・前田　愛奈

　小椋　梨生・青木　結那

A-①

金沢崎浦Ｗｉｎgs（石川）

2

（Ｓ０－１　Ｄ２－０）

　田中　美羽 ０（１１－１５　４－１５）２

　大泉　里沙・増田　紗也

南木曽ジュニア（長野）

　小林　詩歩・釜谷　知佳 ２（１５－１２　１５－７）０ 　垂見　琴奈・青木　天珠

0

つばめ・坂井輪（新潟）

　小林　彩花・小澤　捺未 ２（１５－７　１８－１６）０ 　五十嵐　優花・松山　祐実

　織田　遥 ２（１５－６　１５－６）０ 　高橋　南帆

　工谷　実佑・小林　夏菜 試合なし

決勝

松本ジュニア（福井）

2

（Ｓ１－０　Ｄ１－０）

準決勝

松本ジュニア（福井）

2

（Ｓ１－０　Ｄ１－１）

　工谷　実佑・小林　夏菜 ２（１５－９　１５－１２）０

　織田　遥 ２（１５－５　１５－２）０

　小澤　捺未・竹澤　知穂 ０（９－１５　５－１５）２ 　大野　みる・佐藤　美花

　星川　夏渚・山田　栞

　月橋　唯奈
1

北鯖石ＪＢＣ・田尻フェニックス（新潟）


