
津田 祐成 中島　　巧

成松　良洋 （熊本） 浦　　隆斗 (福岡）

（ＷＩＮＮＥＲ） 1 9 （すせんじジュニア）
　

福田    拓 井上 拓馬

山下 凌雅 （長崎） 大城 良敬 (沖縄）

（片岡スポーツＬＵクラブ） 17 21 （南風原バドミントン育成会）

井上 尚大 小坂 彰斗

久保田 明輝 (大分） 松本 拓真 (熊本）
(三重ＪＢＣ） 2 10 （合志南小学校）

賀瀬 雄宥雅 中嶋　　翼

壇　　優太 （佐賀） 萬屋　　空 （長崎）

（七山モンキーズ） 25 27 （長田ジュニア）

原口 大輝 黒木 瑛介

江夏    蓮 (鹿児島） 河野 史弥 （宮崎）

(吉野少年団) 3 11 （木花クラブ）

山口 宗真 大保 海斗

村瀬    巧 (福岡） 倉山 琉之介 ⑤ (鹿児島）

（ＪＢＣ小倉） 18 22 （鹿児島ジュニア）

上村 亮太 吉永　　成

杉田　　竜 （宮崎） 山下 大貴 （佐賀）

(高城スマッシュ） 4 12 （北方ジュニア）

新垣 琉生 31 三浦 凜太郎

與儀 七友 (沖縄） 天野 雄登 (大分)

（糸満ジュニア） 29 30 (日出ジュニア）

實藤 圭亮 上田 大我

本武 大樹 （宮崎） 山野辺 洋輝 (佐賀)

（大淀スポーツ） 5 13 (七山ﾓﾝｷｰｽﾞ)

田中 伶和 今福 陽喜

山村 翔斗 （熊本） 松尾    歩 (福岡)

（八代ジュニア） 19 23 (山家ｳｲﾝｸﾞｽ)

前田 将太 山本 一弥

國場 翔太郎 (沖縄） 古川 勝映 ⑤ (長崎)

（那覇ジュニア） 6 14 (ｼｬﾄﾙｽﾞ)

高嶋　　集 峰元 優生

弓削 昇成 （福岡） 倉山 虎汰郎 （鹿児島）

（山家ウィングス） 26 28 (鹿児島ジュニア）

岩本 拓巳 金城 雄大

猪原　　弦 （大分） 金城 壮之 (沖縄）
(大在ジュニア） 7 15 (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

辛川 京也 新名 翔琉

大田 蒼介 (佐賀） 西田 慶輝 (宮崎)

(多久スポーツピア） 20 24 (かんむりｼﾞｭﾆｱ)

永留    旭 安達 光希

日高　　翼 （鹿児島） 藤本 裕也 ⑤ (大分)

(鹿児島ジュニア） 8 16 (別府ｼﾞｭﾆｱ)

副島 智大 堀口 晃平

松本　　郁 (長崎） 早川 翔夢 (熊本)

（ＡＲＲＯＷＳ） (KTｼﾞｭﾆｱ)
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山崎 孝樹 （福岡） 野田 統馬 (福岡)

(岡垣ｼﾞｭﾆｱ) (瀬高ｼﾞｭﾆｱ)
1 9

吹出 哲嗣 （大分） 東  槙太郎 (佐賀)

(東大分JBC) (山内ｼﾞｭﾆｱ)
17 21

中村 大哉 (熊本） 大平 郡三 (鹿児島)

(春日小学校) （玉江少年団)

2 10

松田    虹 （佐賀） 西田 祥太郎 （長崎)

(鳥栖ｼﾞｭﾆｱ) (長与ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ)

25 27

島   颯杜 （沖縄） 宇野 泰正  (大分)

(ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ) (三芳ｼﾞｭﾆｱ)

3 11

小川 航汰 (宮崎） 國場 清太郎 (沖縄)

(宮崎ﾊﾞﾄﾞ･ｷﾂｽﾞ) (那覇ジュニア)

18 22

立石 夢希 （長崎） 松谷 洋輝 (宮崎)

(ﾘｽｷｰｽﾞｼﾞｭﾆｱ) (くれよんｸﾗﾌﾞ)

4 12

曽田 博満 (鹿児島） 31 池端 元哉 (熊本)

(武岡台少年団) (北部ジュニア)

29 30

町   祥英 （長崎） 梶原    崚 (宮崎)

(金比良ｼﾞｭﾆｱ) (ﾌﾚｰﾑｸﾗﾌﾞ)

5 13

新垣   笙 （沖縄） 嶽本 樹希 (熊本)

(渡嘉敷小学校) (北部ジュニア

19 23

江頭 大輝 (福岡） 高橋 洸士 (福岡）

(ﾗﾌﾞｵｰﾙｼﾞｭﾆｱ) (JBC小倉)

6 14

上村 友己 （熊本) 吉松   基 (鹿児島)

(八代ｼﾞｭﾆｱ) (大明丘少年団)

26 28

樋口 稜馬 （宮崎） 仲村 奎音 （沖縄)

(国富ｽﾏッｼｭ) (那覇ジュニア)

7 15

実本 皓太 (佐賀） 高橋   諒 (大分)

(鳥栖ジュニア) (臼杵JBC)

20 24

平田 巧磨 （鹿児島） 木下 諒也 (長崎)

(ｼｬﾄﾙ国分少年団) (高尾ジュニア)

8 16

杉本 一樹 (大分） 山下 晃誠 (佐賀)

(中島ｼﾞｭﾆｱ) (山内ジュニア)
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金子 琉聖 吉村 大寿

永渕 雄大 （佐賀） 宮本 拓海 (熊本）

（川上ｼﾞｭﾆｱ） 1 9 （ﾌァｰｽﾄｸﾗﾌﾞ）
　

門口 幸生 外山 智哉

知念俊希 ④ （沖縄） 平田 遼馬 (宮崎）
（宮里バドミントンクラブ） 17 21 （三股ﾊﾞｰﾄﾞｳｲﾝｸﾞ）

原田 直人 牟田 和晃

下川 育真 ④ (福岡） 一木 恵太 (福岡）
（高良内ｸﾗﾌﾞ） 2 10 （須恵ｼﾞｭﾆｱ）

黒木 翔馬 長谷部 亮友

阿部 良樹 （宮崎） 石松 至門 （大分）

（黒木ｽﾎﾟｰﾂ） 25 27 （咸宣ジュニア）

長谷部 駿友 仲座 幸太

原田 亮太 (大分） 赤嶺 浩登 （沖縄）

(咸宣ジュニア） 3 11 （糸満ジュニア）

藤本    純 ④ 福田 悠太

岩本 圭慎 (熊本） 小島 敦史 ④ (長崎）

(宮原ｼﾞｭﾆｱ） 18 22 （ひなときｸﾗﾌﾞ）

桃原   陸 有馬 弘大

西浜 夏南海 （沖縄） 栗脇 一誠 （鹿児島）

(彩橋ｼｬﾄﾙ） 4 12 （鹿児島ジュニア）

新留 日向 31 武富 康泰

中村 太耀 ④ (鹿児島） 久米 秀英 (佐賀)

（神山ねじめ少年団） 29 30 (川上ｼﾞｭﾆｱ)

宮崎    天 永田 拓翔

射場 尚也 （熊本） 牧      新 (鹿児島)

（宮地小学校） 5 13 (武ｱｸｱ少年団)

辻    陽斗 丸山 慎太郎

宗    昴洋 （佐賀） 東    竣仁 (熊本)

（唐津ｼﾞｭﾆｱ） 19 23 (SC菊陽ｼﾞｭﾆｱ)

古川 靖也 上田 大来

前橋 昌忠 (鹿児島） 野崎 永遠 (佐賀)

（高千穂少年団） 6 14 (七山ﾓﾝｷｰｽﾞ)

山口    魁 江藤 甫享

川本 諒太 ② （長崎） 黒木 瑠生 (宮崎）

（矢上小ｼﾞｭﾆｱ） 26 28 (くれよんｸﾗﾌﾞ)

糸数 結人 片山 大樹

並里 仙太 （沖縄） 森    稔希 (長崎）
(久高ジュニア） 7 15 (矢上小ｸﾗﾌﾞ)

福田 康貴 田中 隼人

横山 勇志 (宮崎） 三浦 魁晟 (大分)
(小松台ﾎﾜｲﾄｼﾞｭﾆｱ） 20 24 (東大分JBC)

佐藤 吏矩 比嘉 玲志

丸山 玲太 （大分） 大見謝 結羽 (沖縄)

(日出ジュニア） 8 16 (那覇ｼﾞｭﾆｱ)

坂口 晴都 末永 逸貴

佐藤 陸生 (福岡） 大野    敦 (福岡)

（三宅ｼﾞｭﾆｱ） (岡垣ｼﾞｭﾆｱ)
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吉村 太成 (熊本) 八岩 慎之介 (福岡)

（出水南ｼﾞｭﾆｱ) (八幡西ｼﾞｭﾆｱ)
1 9

　
町田 脩太 (長崎) 増本 慎也 (佐賀)

(諏訪ｼﾞｭﾆｱ) (唐津ｼﾞｭﾆｱ)
17 21

千原 徳太 (大分) 鶴川 侑樹 (鹿児島)

(咸宣ｼﾞｭﾆｱ) (ｸﾞッﾄﾞｳｴｰﾌﾞ)

2 10

中山 翔太 (佐賀) 親川 龍太 (沖縄)

(玄海ｼﾞｭﾆｱ) (親慶原ｼｬﾄﾙｷッｽﾞ)

25 27

嘉味元 心仁 (沖縄) 相良 拓摩 (長崎)

(座安ｼｬﾄﾙ) (ひなときｸﾗﾌﾞ)

3 11

浦   駿介 (福岡) 金子 将馬 (熊本)

(すせんじｼﾞｭﾆｱ) (北部ｼﾞｭﾆｱ)

18 22

山元 雄太 (鹿児島) 岡   秀也 (宮崎)

(東桜島少年団) (ﾗﾋﾞッﾄ)

4 12

日高 堅斗 (宮崎) 31 東本 忠也 (大分)

(国富ｽﾏッｼｭ) (宇佐ｼﾞｭﾆｱ)

29 30

直崎 広生 (鹿児島) 有川 凌平 (鹿児島)

(鹿児島ｼﾞｭﾆｱ) (ｸﾞッﾄﾞｳｴｰﾌﾞ)

5 13

大城 響也 (沖縄)) 花田   彬 (福岡)

(美東ﾌﾚﾝｽﾞ) (さつき会)

19 23

地方 陸人 (熊本) 津波古 礼斗 (沖縄)

(芦北ｼﾞｭﾆｱ) (親慶原ｼｬﾄﾙｷッｽﾞ)

6 14

明神 光太郎 (福岡) 北崎   駿 (熊本)

(岡垣ｼﾞｭﾆｱ) (尾ﾉ上小学校)

26 28

河村 亮汰 (大分) 押川 晴斗 (宮崎)

(東大分JBC) (winner bad)
7 15

友田   源 (佐賀) 西尾 裕稀 (長崎)

(川上ｼﾞｭﾆｱ) (匠ｸﾗﾌﾞ)

20 24

淡野 公太 (宮崎) 宇野   航 (大分)

(西池ｼﾞｭﾆｱ) (光岡ｼﾞｭﾆｱ)

8 16

川本 和駿 (長崎) 江口   慶 (佐賀)

(矢上小ｸﾗﾌﾞ) (佐賀ｻﾝﾗｲｽﾞ)

３位決定戦

32

５位決定戦
1 2

3

5年生以下男子ｼﾝｸﾞﾙｽ（5ＢＳ）



峰元 智生 黒島 虎太郎

平岡 廉人 (鹿児島） 小野 響暉 (宮崎)

（鹿児島ｼﾞｭﾆｱ） 1 9 (国富ｽﾏッｼｭ）
　

向野 直杜 山口 竜蔵 ③

東保 佑典 （大分） 上門 汰輝 ③ (熊本）

（中島ｼﾞｭﾆｱ） 17 21 （KTｼﾞｭﾆｱ）

弓削 優斗 副島 寛博

黒島 淳之介① (宮崎） 永田 怜音 ③ (鹿児島）
(国富ｽﾏッｼｭ） 2 10 （武ｱｸｱ少年団）

荒川 佳輝 棚原    蓮

田中 陽樹 ② （佐賀） 石崎 太一 ③ (福岡）

（多久ｽﾎﾟｰﾂﾋﾟｱ） 25 27 (海老津ｼﾞｭﾆｱ)

堀内 堅心 辰巳 翔梧

江藤 太亮 （熊本） 原    隆哉 （大分）

(城西小学校） 3 11 （判田ｼﾞｭﾆｱ）

佐藤    空 ③ 比屋根 昇希

宮田 大地 ③ (長崎) 下地 愁斗 (沖縄）

(加津佐ｼﾞｭﾆｱ) 18 22 （美東ﾌﾚﾝｽﾞ）

篠原 裕典 ③ 川添 雄亮

松尾 天翔 ③ （福岡） 大場 勇次 ③ （佐賀）

（瀬高ｼﾞｭﾆｱ） 4 12 （七山ﾓﾝｷｰｽﾞ）

稲嶺 之叶 ② 31 山本 櫂里 ③

仲里 悠成 ① (沖縄） 脇野 成吾 ③ （長崎）

（ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ） 29 30 （ｼｬﾄﾙｽﾞ）

水口 稜太郎 大塚 楓太

山崎 晃広 ③ （福岡） 山下 勝勲 ③ (佐賀）

（岡垣ｼﾞｭﾆｱ） 5 13 （山内ｼﾞｭﾆｱ）

勝瀬    碧 眞竹 宏朋

森山 潤世 ③ (鹿児島) 横川 誠真 （長崎）

(西陵少年団) 19 23 (ﾐッｷｰｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ）

岡本 仁誠 林田 真龍 ②

嶋田 竣介 (佐賀) 平井 唯翔 (福岡）

(七山ﾓﾝｷｰｽﾞ) 6 14 （須恵ｼﾞｭﾆｱ）

中島 晃希 ② 川根 麗斗

萬屋 開与 ② （長崎） 山城    瞬 (沖縄）

（長田ｼﾞｭﾆｱ） 26 28 (彩橋ｼｬﾄﾙ)

山口 翔暉 島長 憲伸

佐藤 碧泉 （宮崎） 森山 雅之 （鹿児島）
（ｽｶｲｳｲﾝｸﾞ） 7 15 (大明丘少年団）

田所 秀翔 菅    俊博

米村 和真 (熊本） 佐藤 蒼馬 ③ (大分）

(南阿蘇ｼﾞｭﾆｱ） 20 24 （日出ｼﾞｭﾆｱ）

池原 麗雅 金城 光希

町田 宗斗 (沖縄) 玉城 琉奏 （沖縄）

(彩橋ｼｬﾄﾙ) 8 16 (南風原ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ育成会）

仲野 雄貴 江口    心

嶋村 明弥 (大分) 城戸 郁也 ③ (熊本)

(臼杵JBC) (荒尾ｼﾞｭﾆｱ)
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森口 航士朗 (熊本) 阿部 允弥 (佐賀）

(芦北ｼﾞｭﾆｱ) (七山ﾓﾝｷｰｽﾞ)
1 9

　
上野 聖翔 (宮崎) 西方 俊之 ③ (福岡）

(三股ﾊﾞｰﾄﾞｳｲﾝｸﾞ) (能古ｼﾞｭﾆｱ)
17 21

稲嶺 盛斗 (沖縄) 栗山 寿一 ③ (大分）

(ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ) (光岡ｼﾞｭﾆｱ)

2 10

梅井 智哉 (長崎) 山本 大翔 （宮崎）

(喜々津ｼﾞｭﾆｱ) (ﾚッﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原)

25 27

的山 竜大 (福岡) 山口 空流 （鹿児島)

(北九州ｽﾋﾟﾘッﾂ) (川内ｼﾞｭﾆｱ)

3 11

古賀 希絋 (佐賀) 坂本 幸二朗 (熊本）

(鍋島ｼﾞｭﾆｱ) (西部ｼﾞｭﾆｱ)

18 22

石原 叶登 ③ (鹿児島) 福田 靖太 ② （長崎）

(川内ｼﾞｭﾆｱ) ひなときｸﾗﾌﾞ)

4 12

川邊 悠陽 ③ (大分) 31 仲里 悠平 (沖縄)

(臼杵JBC) (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

29 30

小野原 寛斗 (宮崎) 柳川 耀太 ③ (長崎)

(藤田研究所) (ｱﾙｶﾃﾞィｱ)

5 13

廣田 陸翔 (大分) 仲嶺 瑠悟 (沖縄)

(臼杵JBC) (彩橋ｼｬﾄﾙ)

19 23

濱崎 たけと (長崎) 中武 孝太 (宮崎)

(ｼｬﾄﾙｽﾞ) (国富ｽﾏッｼｭ)

6 14

與儀 天友 (沖縄) 武内 悠人 ③ (大分）

(喜瀬武原ｸﾗﾌﾞ) (三芳ｼﾞｭﾆｱ)

26 28

上田 好誠 (佐賀) 池端 太偲 (熊本)）

(七山ﾓﾝｷｰｽﾞ) (北部ｼﾞｭﾆｱ)

7 15

古賀 万裕 (福岡) 久保 光聖 (鹿児島)

(香住ｹ丘ｼﾞｭﾆｱ) (川内ｼﾞｭﾆｱ)

20 24

中村 銀河 (熊本) 武富 康斗己 ③ (佐賀)

(春日小学校) (川上ｼﾞｭﾆｱ)

8 16

牛込 武斗 (鹿児島) 田中 市之介 (福岡)

(玉江少年団) (高田ｼﾞｭﾆｱ)
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中村 麻誉 比嘉 悠姫奈

俵口 莉歩 (福岡) 山城 妃那 (沖縄)

(岡垣ｼﾞｭﾆｱ) 1 9 (糸満ｼﾞｭﾆｱ)
　

岩屋 美樹 中野 ほのか

緒方 稚菜 （大分） 石神 仁美 (宮崎)

(咸宜ｼﾞｭﾆｱ) 17 21 (大淀ｽﾎﾟｰﾂ)

上田 萌絵 野崎 愛優未

古戝 蘭奈 ⑤ (熊本） 玉利 香菜 （鹿児島）
(玉東ｼﾞｭﾆｱ) 2 10 (鹿児島ｼﾞｭﾆｱ)

朝倉 萌 高原 伶奈

横山 みなみ （宮崎） 佐野 麻佳 (長崎)

(大淀ｽﾎﾟｰﾂ) 25 27 (俵浦ｼﾞｭﾆｱ)

青野 希帆 田中 果帆

鬼塚 寧音 (鹿児島) 江里口 玲奈 （佐賀）

(伊敷台少年団) 3 11 (多久ｽﾎﾟｰﾂﾋﾟｱ)

金元 麗瑚 田中 呉羽

野原 妃奈子 (沖縄） 吉川 朝陽 (福岡)

(糸満ｼﾞｭﾆｱ) 18 22 (高田ｼﾞｭﾆｱ)

梅崎 智鈴 白石 愛華

伊藤 美唯捺 (佐賀) 黒木 星乃歌 (熊本)

(佐賀ｼﾞｭﾆｱ) 4 12 (文政小学校)

草野 琴海 31 飯田 朱音

小川 星実 (長崎） 金丸 楓佳 (大分)

(ｼｬﾄﾙｽﾞ) 29 30 (咸宜ｼﾞｭﾆｱ)

草野 真央 髙崎 夏実

佐世 彩香 （大分） 八尋 さくら (福岡)

(臼杵JBC) 5 13 (JBC久留米)

甲斐 聖織 比嘉 なぎさ

本山 蘭 (福岡) 知念 菜々美 (沖縄)

(Y'sｸﾗﾌﾞ) 19 23 (親慶原ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ)

松木 佑夏 高比良 未咲

石田 真友希 (宮崎) 高尾 奈乃葉 (長崎)

(東海っ子ｸﾗﾌﾞ) 6 14 (矢上小ｸﾗﾌﾞ)

伊禮 愛結 一ﾉ瀬 遥

山城 泉 (沖縄) 高木 優衣菜 (宮崎)

(糸満ｼﾞｭﾆｱ) 26 28 (清武ｼﾞｭﾆｱ)

杉原 真優 馬場 音羽

團 菜摘 (佐賀) 上水流 陽菜 （鹿児島）
(山内ｼﾞｭﾆｱ) 7 15 (吉野少年団)

山下 花南 古沢 葉月

川野 夏波 (長崎) 吉良 希実 (大分）

(福江Ｊｒｸﾗﾌﾞ) 20 24 (判田ｼﾞｭﾆｱ)

原田 向日葵 上田 千紘

出口 夕葵 (鹿児島) 徳渕 麻鈴 (佐賀)

(吉野少年団) 8 16 (鳥栖ｼﾞｭﾆｱ)

境 綾乃 甲斐 穂野香

今村 朱里 (熊本) 赤星 紀理子 (熊本)

(玉東ｼﾞｭﾆｱ) (花房ｸﾗﾌﾞ)
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黒島 花音 （沖縄） 小方 里羽 (長崎)

(潮平小学校) (T＆Mｸﾗﾌﾞ)
1 9

　
牟田 夏樹 （福岡） 牛ﾉ濱 しいな (鹿児島)

(大木ｼﾞｭﾆｱ) (鹿児島ｼﾞｭﾆｱ)
17 21

首藤 まなみ (大分） 前田 葉月 (沖縄)

(臼杵JBC) (西原ｼｬﾄﾙ)

2 10

馬込 由梨乃 （鹿児島） 宮脇    瑠 (宮崎)

(西原台少年団) (かんむりｼﾞｭﾆｱ)

25 27

宮崎 愛弓 （宮崎） 林   風薫 (大分)

(西池ｼﾞｭﾆｱ) (臼杵JBC)

3 11

原田 佑菜 (長崎) 本田 愛和 (熊本)

(ｼｬﾄﾙｽﾞ) (西部ｼﾞｭﾆｱ)

18 22

犬童 ひなた （熊本） 江口    綾 (佐賀)

(八千把小学校) (朝日ｼﾞｭﾆｱ)

4 12

中島 花琳 (佐賀） 31 田島 珠姫 (福岡)

(日新Jr.） (岡垣ｼﾞｭﾆｱ)

29 30

森  菜月 （熊本） 井出 琴心 (熊本)

(壷川小学校) (春日小学校)

5 13

新垣 百花 （沖縄） 宮崎 佳奈 (長崎)

(泡瀬ｼﾞｭﾆｱ) (T＆Mｸﾗﾌﾞ)

19 23

古賀 咲直 (福岡） 室屋 琴乃 (福岡)

(香住ヶ丘ｼﾞｭﾆｱ) (JBC小倉)

6 14

日高 那月 （大分） 比嘉 恭子 (沖縄)

(臼杵JBC) (那覇ｼﾞｭﾆｱ)

26 28

黒田 愛佳 （長崎） 山田 菜月 (鹿児島)

(あたごBC) (鹿児島ｼﾞｭﾆｱ)

7 15

中野 萌音 (鹿児島） 林  あやの (宮崎)

(西田少年団) (西池ｼﾞｭﾆｱ)

20 24

吉田 朱里 （宮崎） 仲野 万理香 (大分)

(かんむりｼﾞｭﾆｱ) (臼杵JBC)

8 16

久間 南美 (佐賀） 池田 あかり (佐賀)

(なかよし) (玄海ｼﾞｭﾆｱ)
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尾藤 夕里菜 栗山 恵梨

東保 芽依 (大分) 三箇尻 琴海 (大分)

(中島ｼﾞｭﾆｱ) 1 9 (光岡ｼﾞｭﾆｱ)
　

川合 彩華 栁田 真緒

野口 紅美 (福岡) 和久田 園乃 (熊本)

(岡垣ｼﾞｭﾆｱ) 17 21 (宮地小学校)

鶴下 椋子 幸地 春香

益田 萌寧 (熊本) 末吉 和夏 (沖縄)
(KTｼﾞｭﾆｱ) 2 10 (西原ｼｬﾄﾙ)

里山 梨花 白木 心翔

林田 葵 (長崎) 清水 有里紀 (宮崎)

(矢上小ｸﾗﾌﾞ) 25 27 (門っ子くらぶ)

田口 彩未 栗木 かりん

金丸 萌恵 (宮崎) 中村 亜弥 (福岡)

(くれよんｸﾗﾌﾞ) 3 11 (八幡西ｼﾞｭﾆｱ)

宮野 真歩 坂本 夏菜

吉松 百那 ④ (鹿児島) 榎本 あかり (鹿児島）

(大明丘少年団) 18 22 (西田少年団)

池田 侑茉 藤田 紗羽 ④

山口 愛華 (佐賀) 金子 愛奈 ③ (長崎)

(山内ｼﾞｭﾆｱ) 4 12 (ｱﾙｶﾃﾞｨｱ)

親泊 ゆりか 31 下村 理華

城間 怜 (沖縄) 栗山 優里 (佐賀)

(ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ) 29 30 (牛津JBC)

田島 愛美 塩川 愛友

西村 亜莉 (熊本) 福元 小百合 (鹿児島)

(八代ｼﾞｭﾆｱ) 5 13 (玉江少年団)

玉城 芹奈 酒井 澄玲

知念 佑果 (沖縄) 野崎 朱里 (宮崎)

(西原ｼｬﾄﾙ) 19 23 (三股ﾊﾞｰﾄﾞｳｲﾝｸﾞ)

大城 夏凛 藤田 あかり

山口 優月 (長崎) 小鶴 姫衣 (福岡)

(ﾐｯｷｰｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ) 6 14 (春日ｲｰｸﾞﾙｽ)

南 百香 町田 柚華

松田 佳央梨 (鹿児島) 脇野 舞 (長崎)

(鹿児島ｼﾞｭﾆｱ) 26 28 (ｼｬﾄﾙｽﾞ)

中園 南美 野原 理央

古澤 華月 (佐賀) 松川 琉香 (沖縄)
(鳥栖ｼﾞｭﾆｱ) 7 15 (美東ﾌﾚﾝｽﾞ)

脇屋敷 彩音 川邊 陽菜乃

中野 萌花 (宮崎) 江川 未悠 (大分)

(大淀ｽﾎﾟｰﾂ) 20 24 (臼杵JBC)

亀井 菜々 今泉 美玖

兒玉 のぞみ (大分) 尾形 志帆 (佐賀)

(稙田ｼﾞｭﾆｱ) 8 16 (多久ｽﾎﾟｰﾂﾋﾟｱ)

久保 日菜乃 古庄 樹

山村 恋加 (福岡) 江藤 華鈴 (熊本)

(板付ｼﾞｭﾆｱ) (くらだけ)
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森山 紗帆 （熊本） 赤嶺 きらり (沖縄)

(ＳＣ菊陽ｼﾞｭﾆｱ) (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)
1 9

　
草場 環緒 （佐賀） 根来 実央 (鹿児島)

(朝日ｼﾞｭﾆｱ) (いぶすきｷッｽﾞ)
17 21

佐渡山 京弥 (沖縄） 小森田 彩菜 (宮崎)

(越来ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ) (ﾗﾋﾞッﾄ)

2 10

萩島 佳鈴 （長崎） 本多 芙羽 (佐賀)

(伊良林ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ) (山内ｼﾞｭﾆｱ)

25 27

奥山 楓月 （宮崎） 横山 里咲 (大分)

(妻北ｼﾞｭﾆｱ) (中島ｼﾞｭﾆｱ)

3 11

糸井 友希 (鹿児島) 松本 涼菜 (熊本)

(大明丘少年団) (SC菊陽ｼﾞｭﾆｱ)

18 22

大津留 呼春 （大分） 佐野 あすか (長崎)

(中島ｼﾞｭﾆｱ) (俵浦ｼﾞｭﾆｱ)

4 12

本田 彩香 (福岡） 31 川島 菜々 (福岡)

(北九州ｽﾋﾟﾘッﾂ) (岡垣ｼﾞｭﾆｱ)

29 30

成富 稀咲 （佐賀） 廣田 乃杏 (熊本)

(牛津JBC) (岱明ｸﾗﾌﾞ)

5 13

田中 志歩 （熊本） 柴田 莉子 (福岡)

(芦北ｼﾞｭﾆｱ) (八幡西ｼﾞｭﾆｱ)

19 23

松崎 穂乃華 (長崎） 平田 莉未 (沖縄)

(俵浦ｼﾞｭﾆｱ) (那覇ｼﾞｭﾆｱ)

6 14

後藤 わこ （鹿児島） 串間 香美 (宮崎)

(西田少年団) (宮崎ﾊﾞﾄﾞ･ｷッｽﾞ)

26 28

金城 涼乃 （沖縄） 廣川 侑希乃 (長崎)

(糸満ｼﾞｭﾆｱ) (ｷッｽﾞｽﾏｲﾙ)

7 15

詫間 理菜 (大分） 野田 莉子 (佐賀)

(臼杵JBC) (川上ｼﾞｭﾆｱ)

20 24

松浦 由依 （宮崎） 三嶋 菜桜 (大分)

(妻北ｼﾞｭﾆｱ) (城東JBC)

8 16

八色   舞 (福岡） 又木 若菜 (鹿児島)

(JBC小倉) (玉江少年団)
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田尻 すずか 伊敷 妃菜美

永田 安沙実 （熊本） 新垣 瑠香 (沖縄)

(くらだけ) 1 9 (糸満ｼﾞｭﾆｱ)
　

徳渕 咲織 斉藤 夢子

酒井 玲 (佐賀) 大野    睦 ③ (福岡)

(鳥栖ｼﾞｭﾆｱ) 17 21 (岡垣ｼﾞｭﾆｱ)

田下 綾乃 田中 佐彩 ③

前田 香奈 (長崎) 宮崎    咲 ③ (熊本)
(喜々津ｼﾞｭﾆｱ) 2 10 (KTｼﾞｭﾆｱ)

中森 藍佳 秀    美優

松田 璃子 ③ (鹿児島) 本多 沙羽 (佐賀)

(北葉少年団) 25 27 (山内ｼﾞｭﾆｱ)

永易 圭 峯崎 月姫

室屋 奏乃 ③ (福岡) 三宅 るり (大分)

(JBC小倉) 3 11 (宇佐ｼﾞｭﾆｱ)

金元 柚樹 ③ 柏田 紗弥

赤嶺 愛花 ② (沖縄) 白木 亜侑 ③ (宮崎)

(糸満ｼﾞｭﾆｱ) 18 22 (門っ子くらぶ)

吉田 瞳子 大保 香菜子

坂本 佑茄 (大分) 堂園 みとせ (鹿児島)

(咸宜ｼﾞｭﾆｱ) 4 12 (鹿児島ｼﾞｭﾆｱ)

北島 さら 31 山下 天寧

藤田 真央 (宮崎)  工藤 葉那 ③ (長崎)

(妻南小ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ) 29 30 (片岡ｽﾎﾟｰﾂLUｸﾗﾌﾞ)

秋好 美有 平田 千夏

永渕 妃香 ③ (佐賀) 笹原 愛夏 ③ (鹿児島)

(川上ｼﾞｭﾆｱ) 5 13 (川内ｼﾞｭﾆｱ)

野間 まこと 親泊 はるの

芝崎 愛加 ③ (宮崎) 親泊 ひまり ② (沖縄)

(ｽｶｲｳｲﾝｸﾞ) 19 23 (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

松尾 沙都 実本 遼花 ③

金丸 莉子 (福岡) 伊藤 夢華 ③ (佐賀)

(春日ｲｰｸﾞﾙｽ) 6 14 (鳥栖ｼﾞｭﾆｱ)

立石 華音 ③ 檜垣 希望 ③

岩藤 千花 ② (長崎) 田口 真彩 ② (宮崎)

(長田ｼﾞｭﾆｱ) 26 28 (くれよんｸﾗﾌﾞ)

大嶺 花奈 水本    陽

金城 未歩 (沖縄) 田中 梨菜 (熊本)
(糸満ｼﾞｭﾆｱ) 7 15 (荒尾ｼﾞｭﾆｱ)

山ノ内 奈々実 神志那 櫻子

森 美咲 ③ (鹿児島) 元田 光紀 (大分)

(西田少年団) 20 24 (上人ｼﾞｭﾆｱ)

渡邉 梨菜 山田 知佳 ③

北里 実咲 (熊本) 浦  美沙貴 ③ (長崎)

(おぐにｼﾞｭﾆｱ) 8 16 (矢上小ｸﾗﾌﾞ)

三浦 紬希 野中 杏里

片伯部 美咲 (大分) 濱田 想夏 (福岡)

(稙田ｼﾞｭﾆｱ) (岡垣ｼﾞｭﾆｱ)
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永田 萌恵 （長崎） 川床 美都希 (福岡)

(矢上小ｸﾗﾌﾞ) (岡垣ｼﾞｭﾆｱ)
1 9

　
新垣   愛 ③ （沖縄） 北原 千凡 (鹿児島)

(泡瀬ｼﾞｭﾆｱ) (ｸﾞッﾄﾞｳェｰﾌﾞ)
17 21

松本 柚希 (大分） 山内 のどか ③ (宮崎)

(千怒ｼﾞｭﾆｱ) (ﾚッﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原)

2 10

橋野   光 (鹿児島) 宮城 花音 (沖縄)

(玉江少年団) (那覇ｼﾞｭﾆｱ)

25 27

八頭司 美奈 （佐賀） 佐藤 こころ (熊本)

(川上ｼﾞｭﾆｱ) (ﾌェｲﾝﾄｸﾗﾌﾞ)

3 11

山口 実桜 (福岡) 本田 葵菜 (長崎)

(JBC小倉) (ﾍﾟﾝｷﾞﾝｼﾞｭﾆｱ)

18 22

土田 美幸 ③ （熊本） 松門 愛弓 (佐賀)

(ﾀﾏﾅｼﾞｭﾆｱ) (肥前ｼﾞｭﾆｱ)

4 12

牧野 美涼 ③ (宮崎） 31 井上 葉月 (大分)

(妻北ｼﾞｭﾆｱ) (ＯＮＯｼﾞｭﾆｱ)

29 30

宮平 のぞみ③ （沖縄） 草ﾉ瀬 咲来 (鹿児島)

(越来ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ) (ｸﾞッﾄﾞｳｴｰﾌﾞ)

5 13

佐藤 芽依 （宮崎） 佐藤 祐里佳 (福岡)

(東海っ子ｸﾗﾌﾞ) (ﾄﾞﾘｰﾑJBC)

19 23

中村 天音 (鹿児島） 奥間 凜香 (沖縄)

(鹿児島ｼﾞｭﾆｱ) (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)

6 14

児玉   花 （大分） 堀内 愛未 (宮崎)

(上人ｼﾞｭﾆｱ) (ﾗﾋﾞッﾄ)

26 28

桑野 怜奈 （福岡） 高月 七海 (長崎)

(ﾄﾞﾘｰﾑJBC) (YHｼﾞｭﾆｱ)

7 15

岩本   藍 (佐賀） 塩宮 優奈 (熊本)

(肥前ｼﾞｭﾆｱ) (芦北ｼﾞｭﾆｱ)

20 24

宮崎 咲穂奈 （長崎） 田辺 帆望 (大分)

(T＆Mｸﾗﾌﾞ) (日出ｼﾞｭﾆｱ)

8 16

満田 眞凜 (熊本） 大川内 奏羽 (佐賀)

(おぐにｼﾞｭﾆｱ) (多久ｽﾎﾟｰﾂﾋﾟｱ)

３位決定戦

32

５位決定戦
1 2

3

4年生以下女子ｼﾝｸﾞﾙｽ（4GS）


