
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 山下　晃誠 山内ｼﾞｭﾆｱ 佐賀 優勝 串間　香美 宮崎ﾊﾞﾄﾞ･ｷｯｽﾞ 宮崎

準優勝 樋口　稜馬 生目南中学校 宮崎 準優勝 奥山　楓月 妻中学校 宮崎

３位 小川　航汰 生目南中学校 宮崎 ３位 山田　菜月 鹿児島ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島

３位 池田　大将 生目南中学校 宮崎 ３位 青野　希帆 ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ 鹿児島

優勝 今泉　涼弥 牛津JBC 佐賀 優勝 本多　らん 日向中学校 宮崎

準優勝 杉田　智大 ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原 宮崎 準優勝 木崎　真愛 坂ノ市JBC 大分

優勝 田中 市之介 高田ｼﾞｭﾆｱ 福岡 優勝 橋野　　光 玉江少年団 鹿児島

準優勝 棚原　　蓮 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡 準優勝 秋好　美有 川上Jr. 佐賀

３位 江口　　心 荒尾ｼﾞｭﾆｱ 熊本 ３位 岩本　　藍 肥前Jr. 佐賀

３位 小野原 寛斗 藤田研究所 宮崎 ３位 北原　千凡 ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ 鹿児島

下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

優勝 松岡　吉輝 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡 優勝 原賀　　星 海老津Jr. 福岡

準優勝 黒島 虎太郎 国富ｽﾏｯｼｭ 宮崎 準優勝 髙木　里奈 ほくぶ総合 熊本

優勝 西方　俊之 能古ｼﾞｭﾆｱ 福岡 優勝 田中　佐彩 松崎Jr. 熊本

準優勝 城戸　郁也 荒尾ｼﾞｭﾆｱ 熊本 準優勝 猿川　優香 松崎Jr. 熊本

３位 石﨑　太一 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡 ３位 山内 のどか ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原 宮崎

３位 川邊　悠陽 ﾁｰﾑ臼杵 大分 ３位 永渕　妃香 川上Jr. 佐賀

優勝 浦田 駿之介 winner bad 宮崎 優勝 松元　梨妟 鹿児島Jr. 鹿児島

準優勝 大和 伸一路 岡垣ｼﾞｭﾆｱ 福岡 準優勝 田村　真夕 ﾊﾞﾄﾞ･ｷｯｽﾞ 宮崎

優勝 川本　諒太 矢上小ｸﾗﾌﾞ 長崎 優勝 東　　玲美 ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ 鹿児島

準優勝 斎藤　　礼 岡垣ｼﾞｭﾆｱ 福岡 準優勝 今泉 明日香 牛津JBC 佐賀

３位 江口　大 荒尾ｼﾞｭﾆｱ 熊本 ３位 武末　　藍 ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ 宮崎

３位 田中　陽樹 多久ｽﾎﾟｰﾂﾋﾟｱ 佐賀 ３位 田口　真彩 くれよんｸﾗﾌﾞ 宮崎

優勝 本城　佑哉 三股ﾊﾞｰﾄﾞｳｲﾝｸﾞ 宮崎 優勝 佐藤　穂乃 三宅Jr. 福岡

準優勝 中村　向陽 ほくぶ総合 熊本 準優勝 永渕 友梨華 川上Jr. 佐賀

第５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
樋口　稜馬 生目南中学校 宮崎 田口　彩未 富島中学校 宮崎
小川　航汰 生目南中学校 宮崎 金丸　萌恵 富島中学校 宮崎
松村　純哉 玉東ｼﾞｭﾆｱ 熊本 寺田　鈴佳 肥前ｼﾞｭﾆｱ 佐賀
堀口　晃平 坂本中学校 熊本 岩本　茉倫 肥前ｼﾞｭﾆｱ 佐賀
梶原　　崚 ﾌﾚｰﾑｸﾗﾌﾞ 宮崎 一ノ瀬　遥 清武中学校 宮崎
池田　大将 生目南中 宮崎 東原　実咲 清武中学校 宮崎
有川　凌平 ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ 鹿児島 後藤　わこ 城西中学校 鹿児島
藤本　裕也 朝日中学校 大分 又木　若菜 城西中学校 鹿児島

田村　駿典 赤江東中学校 宮崎 三嶋　菜桜 城東JBC 大分
乙丸　　心 赤江東中学校 宮崎 伊関　思羽 城東JBC 大分
橋本　隼 日向中学校 宮崎 武末　　優 ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原 宮崎
中邑　拓海 日向中学校 宮崎 小野 奈那美 ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原 宮崎
田中 市之介 高田Jr. 福岡 桑野　怜奈 ﾄﾞﾘｰﾑJBC 福岡
西方　俊之 能古Jr. 福岡 橋野　　光 玉江少年団 鹿児島
久保　光聖 川内Jr. 鹿児島 岩本　　藍 肥前Jr. 佐賀
川邊　悠陽 ﾁｰﾑ臼杵 大分 松門　愛弓 肥前Jr. 佐賀
江口　　心 荒尾Jr. 熊本 秋好　美有 川上Jr. 佐賀
小野原 寛斗 藤田研究所 宮崎 永渕　妃香 川上Jr. 佐賀
棚原　　蓮 海老津Jr. 福岡 水本　　陽 荒尾Jr. 熊本
松岡　吉輝 海老津Jr. 福岡 田中　梨菜 荒尾Jr. 熊本

安部　暢人 坂ノ市JBC 大分 佐藤 こころ おぐにJr. 熊本
原　　隆哉 判田Jr. 大分 塩宮　優奈 芦北Jr. 熊本
山本　大翔 ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原 宮崎 宇多田 紗彩 玉東Jr. 熊本
松浦　果成 ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原 宮崎 柳　　遥香 玉東Jr. 熊本
石﨑　太一 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡 糸長　奈保 海老津Jr. 福岡
山腰　悠太 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡 城戸　美潤 海老津Jr. 福岡
永田　怜音 武アクア少年団 鹿児島 田中　佐彩 松崎Jr. 熊本
植田　温大 武アクア少年団 鹿児島 猿川　優香 松崎Jr. 熊本
楠本　爽太 岡垣ｼﾞｭﾆｱ 福岡 牧野　美涼 妻北Jr. 宮崎
大和 伸一路 岡垣ｼﾞｭﾆｱ 福岡 檜垣　希望 くれよん 宮崎
柿添 虎ノ臣 ﾌｪﾆｯｸｽ 長崎 米本　珠璃 出水南Jr. 熊本
相良　光輝 ﾌｪﾆｯｸｽ 長崎 光永　結稀 NT Jr. 山口

藤本　飛龍 出水南ｼﾞｭﾆｱ 熊本 山内 のどか ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原 宮崎
東保　佑典 ﾁｰﾑ臼杵 大分 益田　叶乃 ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原 宮崎
外山　慶喜 三股ﾊﾞｰﾄﾞ 宮崎 堂園 みとせ 鹿児島Jr. 鹿児島
浦田 駿之介 winner bad 宮崎 松元　梨晏 鹿児島Jr. 鹿児島
田上　翔和 松崎ｼﾞｭﾆｱ 熊本 田口　真彩 くれよん 宮崎
田中　陽樹 多久ｽﾎﾟｰﾂﾋﾟｱ 佐賀 武末　　藍 ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原 宮崎
川本　諒太 矢上小ｸﾗﾌﾞ 長崎 佐藤　ゆめ おぐにJr. 宮崎
本多　イオ 藤田研究所 宮崎 原口　樹璃 しおみｷｬｯﾂ 熊本
宮﨑 煌治郎 Ｙ・Ｈｼﾞｭﾆｱ 長崎 牧野　美優 妻北Jr. 宮崎
山口 健太郎 高尾ｼﾞｭﾆｱ 長崎 本城　美咲 三股ﾊﾞｰﾄﾞ 宮崎
藤吉　珠李 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡 坂田　優笑 玉東Jr. 熊本
定森　悠太 海老津ｼﾞｭﾆｱ 福岡 柳　　彩季 玉東Jr. 熊本

坂本　燎亮 多久ｽﾎﾟｰﾂﾋﾟｱ 佐賀 隈元　優 西田ﾊﾞﾄﾞ 鹿児島
串間　太紀 ﾊﾞﾄﾞ･ｷｯｽﾞ 宮崎 永渕 友梨華 川上Jr. 佐賀
末永　空隆 ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ 鹿児島 知覧　花夏 川内Jr. 鹿児島
東　　晃生 ｸﾞｯﾄﾞｳｪｰﾌﾞ 鹿児島 永田　歩海 川内Jr. 鹿児島
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