
 
 

第19回ダイハツ全国小学生ＡＢＣ大会 愛知予選会

※試合進行上、試合の順番が変わる事がありますので、館内放送には十分ご注意ください。
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久湊 脩斗 （はりーあっぷジュニア）

浅田 琉月 （くすの木スポーツ少年団）

吉兼 正孝 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

北野 透亘 （大里東ジュニア）

筒井 祐翔 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

篠瀬 羽也人 （西尾ジュニア）

清水 賢仁 （羽っ子ＣＬＵＢ）

池田 晴 （ウィスタリアジュニア）

中田 敦之（豊橋ジュニア）

中家 謙信 （大里東ジュニア）

鵜野 周平（西尾ジュニア）

鹿内 翔瑛 （羽っ子ＣＬＵＢ）

落合 史詞 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

小川 慎之佑 （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）

井上 夢樹 （大里東ジュニア）

小林 直央 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

樫尾 陽汰（師勝ジュニア）

杉浦 泰希（乙川エール）

吉田 吏玖 （羽っ子ＣＬＵＢ）

三ツ石 幸太 （はりーあっぷジュニア）

世古 奏 （くすの木スポーツ少年団）

杉山 朝日（西尾ジュニア）

百合本 悠己 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

倉田 裕音 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

西脇 俊吾 （たんぽぽバドミントンクラブ）

大野 快晴 （大里東ジュニア）

馬場 快成 （はりーあっぷジュニア）

松本 啓汰 （はりーあっぷジュニア）

杉崎 智哉 （羽っ子ＣＬＵＢ）

山内 啓生（西尾ジュニア）

林 幸成 （たんぽぽバドミントンクラブ）

永石 耕太郎 （大里東ジュニア）

竹内 翔紀（乙川エール）

太田 光軌 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

花井 和紀 （くすの木スポーツ少年団）

加藤 洋祐 （大里東ジュニア）

長瀬 颯斗 （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）

神谷 心（西尾ジュニア）

鈴木 悠太 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

加古 雄大 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

黒川 脩太 （はりーあっぷジュニア）

成瀬 浬 （大里東ジュニア）

足立 拓瞳 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

林 睦月 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

野瀬 康介 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

諏訪部 秀斗 （師勝ジュニア）

櫨 彪斗 （はりーあっぷジュニア）

具志堅 礼央 （大里東ジュニア）

田村 賢太郎 （たんぽぽバドミントンクラブ）

松ケ下 諒太 （羽っ子ＣＬＵＢ）

植木 遙都 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

水野 悠太 （大野バドミントンジュニア）

彦田 禅二（西尾ジュニア）

三位決定戦
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※試合進行上、試合の順番が変わる事がありますので、館内放送には十分ご注意ください。
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山脇 弘奨 （はりーあっぷジュニア）

稲吉 雄大 （蒲郡ドロップス）

川合 健介 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

戸田 量 （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）

北野 晟那 （くすの木スポーツ少年団）

加藤 聡太郎 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

鈴 木 翔（西尾ジュニア）

宇佐見 哉登 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

日比 貴博 （大里東ジュニア）

牧村 勇紀 （はりーあっぷジュニア）

渡邊 楓雅 （アドバンスジュニア）

伊藤 大馳 （ウィスタリアジュニア）

大矢 琉生 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

堀川 潤 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

松野 凌大 （羽っ子ＣＬＵＢ）

青木 虎之 （乙川エール）

山本 翔大 （たんぽぽバドミントンクラブ）

山本 櫂利 （アドバンスジュニア）

西牟田 剛宇 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

角倉 陽太 （西尾ジュニア）

北村 栄翔 （師勝ジュニア）

池田 純一朗 （はりーあっぷジュニア）

小立 晃成 （ｄｒａｇｏｎｆｌｙ）

中野 晧介 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

三浦 壮太 （はりーあっぷジュニア）

小川 翔大 （知多南部バドミントンＪｒ．）

津田 拓馬 （師勝ジュニア）

本橋 侑直 （アドバンスジュニア）

仁枝 琥多郎 （西尾ジュニア）

久田 悠 （蒲郡スターズＪｒ．）

小林 奏太 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

田辺 昂太郎 （大里東ジュニア）

石川 隼 （はりーあっぷジュニア）

永井 紫音 （西尾ジュニア）

横山 健生（乙川エール）

徳田 太平 （くすの木スポーツ少年団）

岩井 蒼空 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

森川 優登 （大野バドミントンジュニア）

清水 彪梧 （羽っ子ＣＬＵＢ）

山本 侍玄 （はりーあっぷジュニア）

中島 侑飛 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

戸田 琉晴 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

芝田 颯汰 （アドバンスジュニア）

寺西 怜生 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

三位決定戦
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※試合進行上、試合の順番が変わる事がありますので、館内放送には十分ご注意ください。
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伊藤 大悟 （師勝ジュニア）

小笠原 直 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

粂野 駿 （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）

稲吉 健大 （蒲郡ドロップス）

彦田 煌（西尾ジュニア）

伊藤 源征（みかクラブ）

坂野 開俐 （はりーあっぷジュニア）

北村 優翔 （師勝ジュニア）

伊藤 大祐 （ウィスタリアジュニア）

水口 颯太 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

世古 創麻 （くすの木スポーツ少年団）

三浦 凛人 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

唐 天宇（師勝ジュニア）

稲垣 遥翔 （ウィスタリアジュニア）

坂本 羽琉 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

長谷 篤（師勝ジュニア）

稲原 誉市 （大里東ジュニア）

石川 剛 （はりーあっぷジュニア）

三位決定戦
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女子シングルスＣクラス
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本橋 歩奈 （アドバンスジュニア）

深見 柚月 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

神藤 想夏 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

樫尾 雫玖（師勝ジュニア）

万年 美澄 （北山東山バドミントンクラブ）

山脇 咲星 （はりーあっぷジュニア）

北野 瑳那 （くすの木スポーツ少年団）

新美 和奏 （羽っ子ＣＬＵＢ）

井田 艶花 （ウィスタリアジュニア）

馬場 心春 （はりーあっぷジュニア）

大村 蒼乃 （アドバンスジュニア）

永石 実咲 （大里東ジュニア）

浦越 楓音（豊橋ジュニア）

北村 優衣（師勝ジュニア）

濱見 杏奈 （アドバンスジュニア）

安藤 花恵（師勝ジュニア）

芝田 帆乃花 （アドバンスジュニア）

鈴木 里歩 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

蔡 せん （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

大串 恋々奈 （たんぽぽバドミントンクラブ）

中西 菜緒 （はりーあっぷジュニア）

福田 弥愛菜 （羽っ子ＣＬＵＢ）

河村 珠莉奈（ＮＯＣＫ）

高田 万智 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

山本 柚羽 （アドバンスジュニア）

平井 美優 （くすの木スポーツ少年団）

横山 花琉（乙川エール）

小林 泉水 （北山東山バドミントンクラブ）

中村 美結（師勝ジュニア）

柴富 可弥 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

渡邊 佳蓮 （アドバンスジュニア）
三位決定戦

31



 
 

第19回ダイハツ全国小学生ＡＢＣ大会 愛知予選会

※試合進行上、試合の順番が変わる事がありますので、館内放送には十分ご注意ください。
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藤井 心町 （はりーあっぷジュニア）

森下 紀子（師勝ジュニア）

桐部 由衣 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

山田 彩空（西尾ジュニア）

当 田 梓（大里東ジュニア）

鈴木 里渚 （たんぽぽバドミントンクラブ）

徳田 美生 （くすの木スポーツ少年団）

永平 美月 （羽っ子ＣＬＵＢ）

高橋 明花 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

青崎 里奈 （北山東山バドミントンクラブ）

豊穂 美奈 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

矢古宇 菜央 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

稲 垣 凛 （ウィスタリアジュニア）

岡島 早那 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

金野 渚央 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

都築 虹衣奈 （知多南部バドミントンＪｒ．）

白山 陽菜 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

服部 友月 （羽っ子ＣＬＵＢ）

田中 月之 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

鈴木 心彩 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

天野 玲希（西尾ジュニア）

佐尾 涼菜 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

内田 佳那 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

南出 希望（師勝ジュニア）

宮田 真衣 （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）

清田 乃愛 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

坂 野 光 （くすの木スポーツ少年団）

濱見 帆花 （アドバンスジュニア）

伊藤 みなみ （ウィスタリアジュニア）

中村 玲菜 （北山東山バドミントンクラブ）

大前 りお （羽っ子ＣＬＵＢ）

西村 咲良 （はりーあっぷジュニア）

金井 穂花 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

小林 若葉（西尾ジュニア）

大串 美百奈 （たんぽぽバドミントンクラブ）

伊藤 菜々か （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

吉田 柚花 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

松久保 芽衣（ＮＯＣＫ）

角倉 莉菜（西尾ジュニア）

北野 緋那 （くすの木スポーツ少年団）

豊田 莉音（豊橋ジュニア）

加藤 日葵 （羽っ子ＣＬＵＢ）

渡邉 美空 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

松岡 遥優 （大野バドミントンジュニア）

前 田 楓 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

高田 美峰 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

鈴木 杏胡（西尾ジュニア）

池戸 こころ （ウィスタリアジュニア）

岡 本 芽（師勝ジュニア）

伊藤 菜央加 （師勝ジュニア）

廣田 果保奈 （たんぽぽバドミントンクラブ）

高須 愛唯（西尾ジュニア）

竹内 晴香 （くすの木スポーツ少年団）

水野 紗良 （アドバンスジュニア）

牧村 友紀奈 （はりーあっぷジュニア）

豊島 思歩 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

村松 由菜 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

市野 徠衣 （知多南部バドミントンＪｒ．）

田代 瑠菜 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

土屋 セナ （羽っ子ＣＬＵＢ）

髙橋 泉菜 （大野バドミントンジュニア）

後藤 紗和 （ウィスタリアジュニア）

小川 結菜 （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）

竹内 俐緒奈 （くすの木スポーツ少年団）

井村 彩愛 （大里東ジュニア）

齋藤 里桜 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

松井 沙樹 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

小林 色葉（西尾ジュニア）

柴田 依蕗（師勝ジュニア）

坪井 咲樹 （たんぽぽバドミントンクラブ）

坂本 羽咲 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

戸澤 亜美 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

仁川 絢捺 （羽っ子ＣＬＵＢ）

森 眞 子 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

二反田 奈花 （くすの木スポーツ少年団）

中川 芹華 （知多南部バドミントンＪｒ．）

鈴木 桃奈 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

本間 大夏 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

山岸 虹乃華 （西尾ジュニア）

坂本 菜月 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

小川 彩愛 （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）

松野 杏咲 （羽っ子ＣＬＵＢ）

夏目 幸奈 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

角本 桜子 （大里東ジュニア）

末次 晴菜 （ウィスタリアジュニア）

中根 千夏（西尾ジュニア）

小澤 芽依 （はりーあっぷジュニア）

西本 妃葵 （大野バドミントンジュニア）

入谷 和奏 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

飯塚 梨音 （たんぽぽバドミントンクラブ）

浅田 真由 （くすの木スポーツ少年団）

水本 明希（西尾ジュニア）

田中 涼葉 （羽っ子ＣＬＵＢ）

小倉 千佳 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

片岡 南々海 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

小林 美月 （北山東山バドミントンクラブ）

前山 紀香（豊橋ジュニア）

紀藤 光玲 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

古舘 菜々美 （師勝ジュニア）三位決定戦
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松本 紗季 （はりーあっぷジュニア）

日高 心晴 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

高田 結芽 （羽っ子ＣＬＵＢ）

浅田 志歩 （くすの木スポーツ少年団）

加山 華 （北山東山バドミントンクラブ）

松永 留奈 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

宮崎 結舞（師勝ジュニア）

大井 葉月（乙川エール）

中川 陽葵 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

近藤 采奈 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

小林 紗也 （大野バドミントンジュニア）

加藤 日和 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

井上 梨海 （大里東ジュニア）

渡邉 花香 （知多南部バドミントンＪｒ．）

三浦 凛 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

宮本 紗季 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）

古舘 美空（師勝ジュニア）

吉永 梨乃 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

金野 希咲 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

西村 汐織 （はりーあっぷジュニア）

山口 結楓 （くすの木スポーツ少年団）

草野 佑季（師勝ジュニア）

鷹羽 亜実 （北山東山バドミントンクラブ）

浦越 栞奈（豊橋ジュニア）

蟹江 咲月 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

中尾 心晴 （長久手ジュニアバドミントン部）

市村 玲七 （北山東山バドミントンクラブ）

熊谷 南虹 （たんぽぽバドミントンクラブ）

安江 桃香 （大野バドミントンジュニア）

鈴田 こころ （石ヶ瀬スポーツ少年団）

新美 杏奈 （羽っ子ＣＬＵＢ）

岡田 わかな （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

馬場 こころ （はりーあっぷジュニア）

藤井 詩 （はりーあっぷジュニア）

福田 心優菜 （羽っ子ＣＬＵＢ）

田村 優衣 （たんぽぽバドミントンクラブ）

河村 杏珠（ＮＯＣＫ）

笠原 未柚 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

稲原 偲乃 （大里東ジュニア）

中内 新菜 （北山東山バドミントンクラブ）

田中 依舞 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

伊藤 佑華 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

渡辺 彩七（師勝ジュニア）

稲熊 凛音 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

板谷 想奈 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

小笠原 希 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

坂野 実紀 （くすの木スポーツ少年団）

井野 彩月花 （北山東山バドミントンクラブ）

山本 実生 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

二反田 稟花 （くすの木スポーツ少年団）

竹内 葵衣 （大野バドミントンジュニア）

山本 樹実 （たんぽぽバドミントンクラブ）

森下 和子（師勝ジュニア）

小林 礼奈 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

中川 音華 （知多南部バドミントンＪｒ．）

松下 優那 （はりーあっぷジュニア）

加藤 のぞみ （Ｓ．Ｇ．Ｕジュニアバドミントンクラブ）

鈴木 柚羽 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

中川 美咲 （蒲郡ドロップス）

梅田 心暖 （北山東山バドミントンクラブ）

田中 結梨 （羽っ子ＣＬＵＢ）

青田 優里愛 （師勝ジュニア）

若杉 空花 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

冨田 紗来良 （くすの木スポーツ少年団）

縣 明日香 （はりーあっぷジュニア）

三位決定戦

65


