
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 小川翔悟 生目南中 宮崎 優勝 串間香美 宮崎ﾊﾞﾄﾞ･ｷｯｽﾞ 宮崎

準優勝 樋口太一 生目南中 宮崎 準優勝 後藤るみ 城西中 鹿児島

３位 甲斐雅章 宮崎中 宮崎 ３位 久保田幸子 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島

３位 小川航汰 生目南中 宮崎 ３位 種子田妃良 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島

優勝 末永圭佑 八幡西Jr. 福岡 優勝 境　綾乃 玉東ｼﾞｭﾆｱ 熊本

準優勝 松浦健人 清武ｼﾞｭﾆｱ 宮崎 準優勝 中野萌音 城西中 鹿児島

優勝 永渕雄大 川上JBC 佐賀 優勝 廣川侑希乃 矢上小ｸﾗﾌﾞ 長崎

準優勝 相良拓摩 相良ｸﾗﾌﾞ 長崎 準優勝 奥山楓月 妻北ｼﾞｭﾆｱ 宮崎

３位 長谷部駿友 大分ﾊﾞﾄﾞｷｯｽﾞ 大分 ３位 永田萌恵 矢上小ｸﾗﾌﾞ 長崎

３位 直崎広生 鹿児島Jr. 鹿児島 ３位 三嶋菜桜 城東JBC 大分

下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

優勝 金子琉聖 川上JBC 佐賀 優勝 野口紅美 岡垣ｼﾞｭﾆｱ 福岡

準優勝 藤本裕也 大分ﾊﾞﾄﾞｷｯｽﾞ 大分 準優勝 榎本あかり 西田ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 鹿児島

優勝 田中市之介 高田ｼﾞｭﾆｱ 福岡 優勝 平田千夏 川内Jr. 鹿児
島準優勝 棚原　蓮 海老津Jr. 福岡 準優勝 橋野　光 玉江ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 鹿児島

３位 森口航士朗 出水南Jr. 熊本 ３位 北原千凡 ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ 鹿児島

３位 峰元智生 鹿児島Jr. 鹿児島 ３位 大川内奏羽 多久ｽﾎﾟｰﾂﾋﾟｱ 佐賀

優勝 中武孝太 国富ｽﾏｯｼｭ 宮崎 優勝 水本　陽 荒尾ｼﾞｭﾆｱ 熊本

準優勝 千代田奏芽 JBC久留米 福岡 準優勝 西方　颯 能古ｼﾞｭﾆｱ 福岡

優勝 城戸郁也 荒尾ｼﾞｭﾆｱ 熊本 優勝 檜垣希望 くれよんｸﾗﾌﾞ 宮崎

準優勝 石原叶登 川内ｼﾞｭﾆｱ 鹿児
島

準優勝 永渕妃香 川上JBC 佐賀

３位 西方俊之 能古ｼﾞｭﾆｱ 福岡 ３位 白木亜侑 門っ子くらぶ 宮崎

３位 川邊悠陽 臼杵JBC 大分 ３位 牧野美涼 妻北ｼﾞｭﾆｱ 宮崎

優勝 本多イオ 藤田研究所 宮崎 優勝 橋本羽瑠 くらだけ 熊本

準優勝 松枝陽士 三股ﾊﾞｰﾄﾞ 宮崎 準優勝 牧野美優 妻北ｼﾞｭﾆｱ 宮崎
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第４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
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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
小川翔悟 生目南中 宮崎 後藤るみ 城西中 鹿児島
樋口太一 生目南中 宮崎 池元百鐘 城西中 鹿児島
甲斐雅章 宮崎中 宮崎 小玉桃花 清武ｼﾞｭﾆｱ 宮崎
三浦史空斗 富島中 宮崎 河野里紫杏 清武ｼﾞｭﾆｱ 宮崎
祢占翔士騎 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島 種子田妃良 鹿児島Jr. 鹿児島
廣瀬泰生 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島 久保田幸子 鹿児島Jr. 鹿児島
末永雄佑 八幡西Jr. 福岡 吉川朝陽 高田ｼﾞｭﾆｱ 福岡
末永圭佑 八幡西Jr. 福岡 田中呉羽 高田ｼﾞｭﾆｱ 福岡

日髙陽斗 国富ｽﾏｯｼｭ 宮崎 井上七海 国富ｽﾏｯｼｭ 宮崎
横山遼河 生目中 宮崎 奈須恵美 ﾊﾞﾄﾞ･ｷｯｽﾞ 宮崎
梶原　崚 ﾌﾚｰﾑｸﾗﾌﾞ 宮崎 牛ノ濱しいな鹿児島Jr. 鹿児島
松浦健人 清武ｼﾞｭﾆｱ 宮崎 野崎愛優未 鹿児島Jr. 鹿児島

直崎広生 鹿児島Jr. 鹿児島 東保芽依 大分ﾊﾞﾄﾞ 大分

山元雄太 鹿児島Jr. 鹿児島 大津留呼春 大分ﾊﾞﾄﾞ 大分

長谷部亮友 大分ﾊﾞﾄﾞ 大分 成富稀咲 牛津JBC 佐賀

長谷部駿友 大分ﾊﾞﾄﾞ 大分 下村理華 牛津JBC 佐賀
松浦裕一 winner-bad 宮崎 奥山楓月 妻北ｼﾞｭﾆｱ 宮崎
佐々木准聖 winner-bad 宮崎 白木心翔 門っ子くらぶ 宮崎
鶴川侑樹 玉江ﾊﾞﾄﾞ 鹿児島 古庄　樹 くらだけ 熊本
牛込武斗 川内ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島 江藤華鈴 くらだけ 熊本

藤本裕也 大分ﾊﾞﾄﾞ 大分 城戸彩華 荒尾ｼﾞｭﾆｱ 熊本
原田亮太 大分ﾊﾞﾄﾞ 大分 荒川夏凛 荒尾ｼﾞｭﾆｱ 熊本
倉山琉之介 鹿児島Jr. 鹿児島 清水有里紀 門っ子くらぶ 宮崎
峰元智生 鹿児島Jr. 鹿児島 木村真琳 門っ子くらぶ 宮崎
森口航士朗 出水南Jr. 熊本 田尻すずか くらだけ 熊本
江口　心 荒尾ｼﾞｭﾆｱ 熊本 永田安沙実 くらだけ 熊本
堀内堅心 ﾌﾞﾗｲｱﾝｽﾞ 熊本 桑野怜奈 ﾄﾞﾘｰﾑJBC 福岡
江藤太亮 ﾌﾞﾗｲｱﾝｽﾞ 熊本 佐藤祐里佳 ﾄﾞﾘｰﾑJBC 福岡
小野原寛斗 藤田研究所 宮崎 本田葵菜 喜々津Jr. 長崎
山本大翔 ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ 宮崎 宮崎咲穂奈 喜々津Jr. 長崎
棚原　蓮 海老津Jr. 福岡 平田千夏 川内ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島
松岡吉輝 海老津Jr. 福岡 壱崎かな 川内ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島

荒川佳輝 多久ｽﾎﾟｰﾂ 佐賀 下崎美桜 海老津Jr. 福岡
山下勝勲 山内ｼﾞｭﾆｱ 佐賀 中村涼音 海老津Jr. 福岡
猪ノ山優太 能古ｼﾞｭﾆｱ 福岡 北原千凡 ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ 鹿児島
小野　藍 能古ｼﾞｭﾆｱ 福岡 馬場柚羽 ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ 鹿児島
石崎太一 海老津Jr. 福岡 牧野美涼 妻北ｼﾞｭﾆｱ 宮崎
山腰悠太 海老津Jr. 福岡 檜垣希望 くれよん 宮崎
城戸郁也 荒尾ｼﾞｭﾆｱ 熊本 田口真彩 くれよん 宮崎
江口　大 荒尾ｼﾞｭﾆｱ 熊本 武末　藍 ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ 宮崎
阪田龍星 ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ 宮崎 桐原優佳 WINNER 熊本
益田叶乃 ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ 宮崎 米本珠璃 出水南Jr. 熊本
向野直杜 大分ﾊﾞﾄﾞ 大分 工藤葉那 矢上小ｸﾗﾌﾞ 長崎
東保佑典 大分ﾊﾞﾄﾞ 大分 尾崎来夢 佐賀ｻﾝﾗｲｽﾞ 佐賀

健木鼓哲 稙田ｼﾞｭﾆｱ 大分 境田奏音 国富ｽﾏｯｼｭ 宮崎
鳴海翔汰 稙田ｼﾞｭﾆｱ 大分 仮屋園天澄 国富ｽﾏｯｼｭ 宮崎
後藤遥斗 坂ノ市JBC 大分 片伯部彩乃 稙田ｼﾞｭﾆｱ 大分
小野隆之介 坂ノ市JBC 大分 首藤紗希 稙田ｼﾞｭﾆｱ 大分
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