
種目 順位 氏名 クラブ名 県名 種目 順位 氏名 クラブ名 県名

優勝 森田新太郎 生目南中 宮崎 優勝 本部美優 ＧＳＫｸﾗﾌﾞ 宮崎

準優勝 岩切　樹 生目南中 宮崎 準優勝 中村瑠菜 明野ｼﾞｭﾆｱ 大分

３位 小川翔悟 生目南中 宮崎 ３位 後藤るみ JCｼﾞｭﾆｱ 鹿児島

３位 村本竜馬 ひなときｸﾗﾌﾞ 長崎 ３位 梶原　萌 ﾌﾚｰﾑｸﾗﾌﾞ 宮崎

優勝 古戝隼哉 玉東ｼﾞｭﾆｱ 熊本 優勝 濱田七海 満石ｼﾞｭﾆｱ 福岡

準優勝 栗木洸太 八幡西ｼﾞｭﾆｱ 福岡 準優勝 西野瑞希 ひよしＡＣ 熊本

優勝 山下晃誠 山内ｼﾞｭﾆｱ 佐賀 優勝 山田菜月 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島

準優勝 小川航汰 宮崎ﾊﾞﾄﾞ･ｷｯｽﾞ 宮崎 準優勝 黒田愛佳 あたごＢＣ 長崎

３位 吉村太成 出水南ｼﾞｭﾆｱ 熊本 ３位 宮崎佳奈 Ｔ＆Ｍ 長崎

３位 杉本一樹 中島ｼﾞｭﾆｱ 大分 ３位 草野真央 臼杵ＪＢＣ 大分

下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

優勝 峰元優生 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島 優勝 宮脇　瑠 かんむりｼﾞｭﾆｱ 宮崎

準優勝 倉山虎汰郎 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島 準優勝 佐世彩香 臼杵ＪＢＣ 大分

優勝 相良拓摩 ひなときｸﾗﾌﾞ 長崎 優勝 串間香美 宮崎ﾊﾞﾄﾞ･ｷｯｽﾞ 宮崎

準優勝 長谷部駿友 咸宜ｼﾞｭﾆｱ 大分 準優勝 後藤わこ 西田ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 鹿児島

３位 有川凌平 ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ 鹿児島 ３位 成富稀咲 牛津JBC 佐賀

３位 押川晴斗 WINNER-BAD 宮崎 ３位 奥山楓月 妻北ｼﾞｭﾆｱ 宮崎

優勝 淡野公太 西池ｼﾞｭﾆｱ 宮崎 優勝 木下涼香 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡

準優勝 上野温翔 三股ﾊﾞｰﾄﾞｳｨﾝｸﾞ 宮崎 準優勝 江川未悠 臼杵ＪＢＣ 大分

優勝 牛込武斗 玉江少年団 鹿児島 優勝 平田千夏 川内ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島

準優勝 小野原寛斗 藤田研究所 宮崎 準優勝 中野萌花 大淀ｽﾎﾟｰﾂ 宮崎

３位 峰元智生 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島 ３位 水本　陽 荒尾ｼﾞｭﾆｱ 熊本

３位 棚原　蓮 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡 ３位 中武春菜 国富ｽﾏｯｼｭ 宮崎

優勝 山本大翔 藤田研究所 宮崎 優勝 田口真彩 くれよんｸﾗﾌﾞ 宮崎

準優勝 東保佑典 中島ｼﾞｭﾆｱ 大分 準優勝 城戸美潤 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡

６年

男子 女子

６年

下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

中学 中学
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４年 ４年

下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

第３回　シーガイアオープン小・中学生バドミントン大会in宮崎　大会結果

５年 ５年

下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
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種目 順位 氏名 クラブ名 県名 種目 順位 氏名 クラブ名 県名
森田新太郎 生目南中 宮崎 松井七海 城東JBC 大分
小川翔悟 生目南中 宮崎 中村瑠菜 明野ｼﾞｭﾆｱ 大分
岩切　樹 生目南中 宮崎 下石陽香 三股中 宮崎
樋口太一 生目南中 宮崎 徳永弥夕 三股中 宮崎
白川湧弥 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島 松島悠希 北九州ｽﾋﾟﾘｯﾂ 福岡
祢占翔士騎 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島 本田裕香 北九州ｽﾋﾟﾘｯﾂ 福岡
村本竜馬 ひなときｸﾗﾌﾞ 長崎 前村穂乃香 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島
貞方佑介 ひなときｸﾗﾌﾞ 長崎 山田千聖 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島

岩本知久 ARROWS 長崎 大城戸育実 玉東ｼﾞｭﾆｱ 熊本
黒田優雅 ARROWS 長崎 境　綾乃 玉東ｼﾞｭﾆｱ 熊本
梶原　萌 ﾌﾚｰﾑｸﾗﾌﾞ 宮崎 河野里紫杏 清武ｼﾞｭﾆｱ 宮崎
梶原　崚 ﾌﾚｰﾑｸﾗﾌﾞ 宮崎 小玉桃花 清武ｼﾞｭﾆｱ 宮崎
直崎広生 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島 草野真央 臼杵ＪＢＣ 大分
八岩慎之介 八幡西ｼﾞｭﾆｱ 福岡 佐世彩香 臼杵ＪＢＣ 大分
樋口稜馬 国富ｽﾏｯｼｭ 宮崎 中野萌音 西田ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 鹿児島
池田大将 宮崎ﾊﾞﾄﾞ・ｷｯｽﾞ 宮崎 後藤わこ 西田ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 鹿児島
小川航汰 宮崎ﾊﾞﾄﾞ・ｷｯｽﾞ 宮崎 宮脇　瑠 かんむりｼﾞｭﾆｱ 宮崎
奥山楓月 妻北ｼﾞｭﾆｱ 宮崎 吉田朱里 かんむりｼﾞｭﾆｱ 宮崎
江口　慶 佐賀ｻﾝﾗｲｽﾞ 佐賀 山田菜月 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島
吉村太成 出水南ｼﾞｭﾆｱ 熊本 野崎愛優未 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島

松谷　洋輝 くれよんｸﾗﾌﾞ 宮崎 一ノ瀬　遙 清武ｼﾞｭﾆｱ 宮崎
濱田　侑駄 ｽｶｲｳｨﾝｸﾞ 宮崎 清水有里紀 門っ子ｸﾗﾌﾞ 宮崎
井上　尚大 三重ＪＢＣ 大分 仲野万理香 臼杵ＪＢＣ 大分
久保田　明輝三重ＪＢＣ 大分 野中美吹 臼杵ＪＢＣ 大分
相良拓摩 ひなときｸﾗﾌﾞ 長崎 大津留呼春 中島ｼﾞｭﾆｱ 大分
中山公輔 宮崎ﾊﾞﾄﾞ・ｷｯｽﾞ 宮崎 東保芽依 中島ｼﾞｭﾆｱ 大分
鶴川侑樹 ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ 鹿児島 成富稀咲 牛津JBC 佐賀
有川凌平 ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ 鹿児島 下村理華 牛津JBC 佐賀
押川晴斗 WINNER-BAD 宮崎 田口彩未 くれよんｸﾗﾌﾞ 宮崎
松浦裕一 WINNER-BAD 宮崎 金丸萌恵 くれよんｸﾗﾌﾞ 宮崎
長谷部亮友 咸宜ｼﾞｭﾆｱ 大分 川邊陽菜乃 臼杵ＪＢＣ 大分
長谷部駿友 咸宜ｼﾞｭﾆｱ 大分 江川未悠 臼杵ＪＢＣ 大分

糸山聖人 佐賀ｻﾝﾗｲｽﾞ 佐賀 田中志歩 芦北ｼﾞｭﾆｱ 熊本
山口哲史 佐賀ｻﾝﾗｲｽﾞ 佐賀 中島朝陽 芦北ｼﾞｭﾆｱ 熊本
上野　温翔 三股ﾊﾞｰﾄﾞｳｨﾝｸﾞ 宮崎 南　百香 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島
野﨑　朱里 三股ﾊﾞｰﾄﾞｳｨﾝｸﾞ 宮崎 堂園みとせ 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島
小野原寛斗 藤田研究所 宮崎 水本　陽 荒尾ｼﾞｭﾆｱ 熊本
山本大翔 藤田研究所 宮崎 田中梨奈 荒尾ｼﾞｭﾆｱ 熊本
千代田奏芽 JBC久留米 福岡 平田千夏 川内ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島
堀内堅心 出水南ｼﾞｭﾆｱ 熊本 笹原愛夏 川内ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島
棚原　蓮 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡 中村涼音 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡
石崎太一 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡 下崎美桜 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡
江口　心 荒尾ｼﾞｭﾆｱ 熊本 檜垣希望 くれよんｸﾗﾌﾞ 宮崎
城戸郁也 荒尾ｼﾞｭﾆｱ 熊本 田口真彩 くれよんｸﾗﾌﾞ 宮崎

山腰悠太 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡 牧野美涼 妻北ｼﾞｭﾆｱ 宮崎
松岡吉輝 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡 山内のどか ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原宮崎
向野直杜 中島ｼﾞｭﾆｱ 大分 今泉杏果 牛津JBC 佐賀
東保佑典 中島ｼﾞｭﾆｱ 大分 下村彩花 牛津JBC 佐賀
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