
種 別 ・ 種 目 順 位 氏 名 団 体 名 備 考

末坂　紘基 ラブオール

五十嵐正和 ラブオール

谷口　拓人 ラブオール

舟瀬　聡宏 ラブオール

三浦　祈莉 ラブオール

東　　芽依 ラブオール

末坂　万莉 ラブオール

竹田　涼香 ラブオール

浅井　康平 ＭＴＣ

桑間　健太 ＭＴＣ

東　　剛 ラブオール

安土　浩二 ラブオール

宮崎　充弘 goothree

中屋　和哉 goothree

山田　能生 南条クラブ

吉川　崇志 南条クラブ

クラブ男子Ｂ シングルス 優勝 清水　　敦 ＭＴＣ

２位 川上　涼介 星友クラブ

田中　悠也 ｇｏｏｔｈｒｅｅ

三田　悠生 ｇｏｏｔｈｒｅｅ

林　　京助 ｇｏｏｔｈｒｅｅ

杉本　竜斗 ｇｏｏｔｈｒｅｅ

クラブ男子Ｃ シングルス 優勝 清水　心聖 goothree

２位 山口　翔大 goothree

水落　勝洋 キュロスポ

石田　賢一郎 キュロスポ

井藤　元 たっちゃんふぁみりー

立浪　伸剛 たっちゃんふぁみりー

クラブ男子40歳以上シングルス 優勝 東　　剛士 ラブオール

２位 地山　達央 たっちゃんふぁみりー

今泉　静子 西条クラブ

北原　鶴美 西条クラブ

竹内　佑衣 西条クラブ

竹内　直美 西条クラブ

柴田　真悠 goothree

横山　志帆 goothree

野崎　舞花 キュロスポ

伊藤　彩花 キュロスポ

谷口　拓人 ラブオール

福島　里彩 高岡ジュニア

五十嵐正和 ラブオール

末坂　万莉 ラブオール

山田　能生 南条クラブ

山田奈津香 南条クラブ

中出　裕嗣 西条クラブ

竹内　佑衣 西条クラブ

神代　和久 西条クラブ

福島恵美子 西条クラブ

末坂　　進 西条クラブ

北原　鶴美 西条クラブ
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一般男子ダブルス 優勝

２位

一般女子　ダブルス 優勝

２位

クラブ男子Ａ ダブルス 優勝

２位

クラブ男子Ｂ ダブルス 優勝

２位

クラブ男子Ｃ ダブルス 優勝

２位

クラブ男子40歳以上ダブルス 優勝

２位

女子Ａダブルス 優勝

２位

女子Ｃダブルス 優勝

２位

混合フリー 優勝

２位

混合７０歳以上 優勝

２位

混合９０歳以上 優勝

２位
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青井 駿和 高岡ジュニア

北村　唯 高岡ジュニア
谷口　碧都 川原クラブ
中村　圭史朗 川原クラブ
山田　舜 西条バドミントン
水巻 翔大郎 西条バドミントン
稲 元 尊 南条ジュニア
山口 湊人 南条ジュニア
桶本　悠生 高岡ジュニア
舛田　舞羽 高岡ジュニア
松田　夏芽 高岡ジュニア
吉田　芽生 高岡ジュニア
長田　真紀 古城ジュニア
寺　　新奈 古城ジュニア
島　　愛海 南条ジュニア
山田　柑奈 南条ジュニア
安村　紗来 高岡ジュニア
青井　咲樹 高岡ジュニア
津田　結花 古城ジュニア
中保　佑心 古城ジュニア
野阪　芽唯 西条バドミントン
利木　咲月 西条バドミントン
稲元　花寧 南条ジュニア
村上　美凜 南条ジュニア
奥　真優 高岡ジュニア
舛田　遼羽 高岡ジュニア
三石　草太 新湊カモン
二川　悠玖 新湊カモン
二谷　陸斗 古城ジュニア
筏井　孔晟 古城ジュニア
0 0
0 0

３位

小学生男子４年生以下ダブルス 優勝

２位

３位

小学生男子６年生以下ダブルス 優勝

２位

小学生女子４年生以下ダブルス 優勝

２位

３位

３位

小学生女子６年生以下ダブルス 優勝

３位

0

２位

３位

３位
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小学生男子２年生以下シングルス 優勝 吉田　悠真 高岡ジュニア
２位 池田　誠 高岡ジュニア
３位 村上　月規 南条ジュニア
３位 車　　悠伍 横田バドミントン

小学生男子３年生シングルス 優勝 河合　和空 新湊カモン
２位 北村　唯 高岡ジュニア
３位 山口　湊人 南条ジュニア
0 0 0

小学生男子４年生シングルス 優勝 中村圭史朗 川原クラブ
２位 青井　駿和 高岡ジュニア
３位 山田　舜 西条バドミントン
３位 高畠　葉琉 古城ジュニア

小学生男子５年シングルス 優勝 山田　翔也 高岡ジュニア
２位 筏井　孔晟 古城ジュニア
３位 河合　楽空 新湊カモン
0 0 0

小学生男子６年シングルス 優勝 奥　　真優 高岡ジュニア
２位 舛田　遼羽 高岡ジュニア
３位 三石　草太 新湊カモン

0 0 0

小学生女子２年生以下シングルス 優勝 山田　柑奈 南条ジュニア

２位 木下　沙南 高岡ジュニア

３位 条谷　楓 高岡ジュニア

小学生女子３年生シングルス 優勝 舛田　舞羽 高岡ジュニア

２位 島　　愛海 南条ジュニア
３位 宮橋　愛依 南条ジュニア
0 0 0

小学生女子４年生シングルス 優勝 吉田　芽生 高岡ジュニア
２位 松田　夏芽 高岡ジュニア
３位 向山　栞心 川原クラブ
３位 桶本　悠生 高岡ジュニア

小学生女子５年シングルス 優勝 今井　華穂 高岡ジュニア
２位 利木　咲月 西条バドミントン
３位 田中　千遥 国吉ジュニア
0 0 0

小学生女子６年シングルス 優勝 安村　紗来 高岡ジュニア
２位 津田　結花 古城ジュニア
３位 青井　咲樹 高岡ジュニア
0 0 0


