
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

まつお　こうき やまもと　うづき うらがみ　あらた

松尾 駿吾 山本 羽月 浦上 新

にしな　げんた おおつぼ　かんしろう きたじま　たいちろう

仁科 源太 大坪 環史郎 北島 太一朗

(能古ジュニア) (大池ジュニア) (板付ジュニア)

はらだ　たいち はなだ　りゅうのすけ いのうえ　はると

原田 泰地 花田 隆之介 井上 温和

まつした　がく うらかわ　しゅう おはら　やまと

松下 学 浦川  柊 小原 大和

(Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (香住ヶ丘ジュニア) (大池ジュニア)

さかぐち　ひろと あかし　りょうすけ

坂口 大翔 明石 涼佑

うちだ　はやと あかし　ゆうすけ

内田 隼人 明石 悠佑

(香住ヶ丘ジュニア) (能古ジュニア)

まつお　このか ちよだ　あき みょうじん　あやか ふるた　ゆあ

松尾 香乃花 千代田 明希 明神 彩花 古田 結愛

こだま　さらさ わきさか　すずこ ながえ　みゆ きたの　くるみ

児玉 更紗 脇坂 鈴子 永江 美結 北野 胡桃

(三宅ジュニア) (福浜ジュニア) (大池ジュニア) (百道ジュニア)

さきた　まなか よこみつ　かの うめづ　つぼみ たけまつ　ひなこ

崎田 愛佳 横光 花乃 梅津 つぼみ 武末 陽菜子

いだ　あいり よしだ　あおい ふじき　みこと でぐち　りこ

井田 愛麗 吉田 碧衣 藤木 美寿 出口 莉子

(百道ジュニア) (Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (板付ジュニア) (三宅ジュニア)

はしもと　ゆら まつなが　　はるか たにぐち　はのん みやざき　さほ

橋本 優来 松永  遥 谷口 葉音 宮崎 紗帆

きど　ことは なかはら　みゅう おおぎ　ゆい よこてら　なつみ

城戸 琴華 中原 心優 大城 由衣 横寺 夏美

(百道ジュニア･Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (香住ヶ丘ジュニア) (ラブオールジュニア) (百道ジュニア)

たなか　いちのすけ にしかた　としゆき はやしだ　しんりゅう いちき　りょうた

田中 市之介 西方 俊之 林田 真龍 一木 亮太

(能古中学校) (能古中学校) (西区) (須恵ジュニア)

しおたに　ひびき うめだ　よしたか いわた　よしひろ いけだ　しょうま

塩谷 日比輝 梅田 義隆 岩田 佳大 池田 晟真

(能古中学校) (玄洋中学校) (老司中学校) (香陵っこバドミントンクラブ)

さとう　かなこ かんだ　りほ むらい　めい はまち　りん

佐藤 加奈子 神田 涼帆 村井 めい 浜地 凛

(三宅ジュニア) (三宅ジュニア) (Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ) (大池ジュニア)

さかまき　なつみ かも　すずか ひさなが　れいか しばた　かのん

坂巻 七海 加茂 涼花 久永 玲華 柴田 花音

(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ) (Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ) (Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ) (ラブオールジュニア)

いのやま　ゆうた やまさき　ゆうま まちだ　だん ほりかわ　けいと

猪ノ山 優太 山﨑 悠真 町田 暖 堀川 慧人

きど　ふみや はぎの　かい よしだ　しょうた すがはら　しんたろう

城戸 史弥 萩野 伽衣 吉田 翔太 菅原 心太朗

(能古中学校) (城南中学校) (能古中学校) (百道中学校)

まつむらかおる はっとり　なぎと まつお　ゆうま たかた　けんしん

松村  薫 服部 凪斗 松尾 侑磨 高田 健真

まつむらたまき ますだ　よしあき てらだ　たいき おにき　ひかる

松村  環 益田 義彰 寺田 大起 鬼木 輝

(香住ヶ丘ジュニア) (元岡中学校) (老司中学校) (老司中学校)

かわむら　あやね みやふさ　あんり いけだ　はるな かわなか　ふうな

川村 彩恵 宮房 安梨 池田 遥名 川中 風茄

もりた　すず よこみつ　ももか みやふさ　かりん しげい　ねね

守田 鈴 横光 百花 宮房 花梨 重井 寧音

(城南中学校) (城南中学校) (城南中学校) (大池ジュニア)

きたの　るな ほり　まあや いわもと　まい にしむら さき

北野 瑠奈 堀 真綾 岩元 舞 西村 咲希

まこ　ともき いまい　さき ほし まなみ しばた　みく

眞子 友希 今井 咲希 帆士 茉奈実 柴田 美空

(早良区) (百道中学校) (三宅中学校) (三宅中学校)

中学女子単Ａ級
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