第3回 東京都小学生バドミントン チャレンジトーナメント
令和元年７月１３日 武蔵村山市総合体育館

６年男子シングルス
片沼 来知 （稲城ジュニア）
石 川 良 （稲城ジュニア）

14

大澤 碧翔 （サザンウィングス）

22

1

尾形 仁珂 （つきいちジュニア）

江村 知洸 （八王子ジュニア）
8

30

中嶋 真志 （ＳＵＮＳ２００４）

34

齊木 瑛俊 （シャトラーズ深川）
片原 拓海 （Ｃ・Ｓ・Ａ）

15

湯田 康一郎 （調布ジュニア）

23

大山 翔太郎 （昭島ジュニア）

38

小宮 研人 （町田ジュニア）

40

川里 時輝 （ＳＩＤ．Ｊｒ）

16

小林 侑太 （国分寺ジュニア）

24

2

青柳 颯真 （旭工芸ジュニア）

甲 斐 光 （杉並ジュニア）
9

田村 優太 （シャトラーズ深川）

31

阿部 晴次 （板橋ジュニア）

35

平野 真咲 （宝木塚ジュニア）

3

岡田 脩平 （ＳＩＤ．Ｊｒ）

10

17

須崎 渉吾 （町田ジュニア）

25

谷戸 璃音 （鷹番ジュニア）
42

高橋 佑輔 （調布ジュニア）

43
44

齋藤 幸希 （武蔵村山ジュニア）

冨屋 裕逢 （つきいちジュニア）

18

岩丸 拓真 （シャトラーズ深川）

26

4

小谷 翔太 （ホワイトバーズ）

野口 渓太 （青梅ジュニア）
11

桜井 柊弥 （町田市立図師小）

32

金子 歩夢 （ＳＵＮＳ２００４）

36

庄司 快人 （立川スマッシュＪｒ）

5

中 平 怜 （欅ジュニア）

12

19

内田 一希 （町田ジュニア）

27

猪瀬 晴翔 （小平ジュニア）
39

白田 光多朗 （八王子ジュニア）

森下 蓮也 （旭工芸ジュニア）

41

矢野 陽也 （ＳＩＤ．Ｊｒ）

20

宮 澤 朔 （チームさくらんぼ）

28

中村 太一 （国分寺ジュニア）

6

甲 斐 亘 （杉並ジュニア）
33

37

神 山 悠 （武蔵村山ジュニア）

三浦 基治 （調布ジュニア）

13
7

上里 祐斗 （町田ジュニア）
南 谷 樹 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

29
21

岩丸 遼真 （シャトラーズ深川）
黒川 蒼史 （練馬アドバンス）

第3回 東京都小学生バドミントン チャレンジトーナメント
令和元年７月１３日 武蔵村山市総合体育館

５年男子シングルス
平 吹 曉 （青梅ジュニア）

野 口 空 （小平ジュニア）
23

吉 村 航 （調布ジュニア）

31

1

友 成 蓮 （石神井台小ＢＣ）
12

内野 寛太 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

狩野 幹人 （銀座キッズ）
39

合田 拓翔 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）

43

戸土 相汰 （サザンウィングス）

2

13

伊藤 凪都 （武蔵村山ジュニア）

磯部 佑翔 （調布ジュニア）
24

32

小 林 和 （品川ジュニア）

箕 輪 成 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）
3

14

滝川 翔太 （シャトラーズ深川）

松田 智也 （国分寺ジュニア）

47
49

坪井 春磨 （町田ジュニア）

井上 誠重 （キダッチョ君ジュニア）
15

25

井上 瑛太 （夕やけジュニア）

中野 凱音 （練馬アドバンス）

4

33

清水 虎之介 （つきいちジュニア）

山田 彗志 （夕やけジュニア）
40

16

菊池 悠斗 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）
井上 湊仁 （八王子キッズバドラー）

田中 颯哉 （つきいちジュニア）

44

5

盛山 直哉 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

26

17

松本 綾多朗 （宝木塚ジュニア）

後藤 陽向 （宝木塚ジュニア）

34
51

横 山 寛 （調布ジュニア）

52

山田 大葵 （ソレイユＢ．Ｃ）

53
27

植 木 渉 （小平ジュニア）

葭原 知宙 （小平ジュニア）

6

35

松浦 瑛太 （石神井台小ＢＣ）
41

髙﨑 唯心 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

吉村 優人 （鷹番ジュニア）
18

宮入 悠人 （八王子キッズバドラー）

7

45

上田 爽人 （有馬シャトル）

佐々木 陽向 （石神井台小ＢＣ）
28

19

藪田 直輝 （武蔵村山ジュニア）

藤 沢 蓮 （調布ジュニア）

36

8

小口 壮真 （国分寺ジュニア）

齊木 絆太 （シャトラーズ深川）
48
50

大國 正夢 （練馬アドバンス）

渡邉 響己 （杉並ジュニア）

9

20

河合 大和 （鷹番ジュニア）

赤尾 陽向 （八王子ジュニア）
29

37

蒔苗 大助 （杉並ジュニア）

廣谷 碧太 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）
10

21

富樫 陽矢 （夕やけジュニア）

永田 典人 （武蔵村山ジュニア）
42

46

管野 大陸 （宝木塚ジュニア）

高浜 平太 （国分寺ジュニア）
11

大沢 健太 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）
福山 航大 （サザンウィングス）

22
30

38

石野 紳之助 （夕やけジュニア）
戸村 光希 （宝木塚ジュニア）

第3回 東京都小学生バドミントン チャレンジトーナメント
令和元年７月１３日 武蔵村山市総合体育館

６年女子シングルス
飯田 志歩 （青梅ジュニア）
金 岡 薫 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

16

山 﨑 才 （宝木塚ジュニア）

32

大池 絵万里 （豊島シャトルズ）

40

神 綾 香 （調布ジュニア）

1

太田 佳凜 （八王子ジュニア）

17

佐藤 夢來 （小平ジュニア）

48

太 尾 聖 （立川スマッシュＪｒ）

52

鈴木 遥菜 （八王子ジュニア）

2

山田 美智花 （旭工芸ジュニア）

18

岩崎 向葵 （板橋ジュニア）

33

前田 知花 （ＰＩＸＹ葛西）

41

稲葉 咲月 （町田ジュニア）

3

滝沢 由羽 （鷹番ジュニア）

19

立澤 七葉 （旭工芸ジュニア）

56

深野 優菜 （チームさくらんぼ）

58

丹野 沙奈美 （豊島シャトルズ）

4

中 里 結 （キダッチョ君ジュニア）

20

篠田 真凛 （キダッチョ君ジュニア）

34

石川 莉々華 （国分寺ジュニア）

42

山本 菜緒 （ＳＵＮＳ２００４）

5

田端 美羽 （調布ジュニア）

21

有 住 悠 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

49

内藤 あすか （八王子キッズバドラー）

53

赤羽根 円加 （渋谷ジュニア）

6

石井 真優 （品川ジュニア）

22

平松 祐香 （国分寺ジュニア）

35

貴志 水咲 （杉並ジュニア）

43

金沢 つぼみ （旭工芸ジュニア）

7

青木 七夏 （銀座キッズ）

23
60

前田 千代恵 （八王子市立長池小）

61
62

大嶽 真央 （小平ジュニア）

吉野 穂乃花 （練馬アドバンス）

8

石橋 未羽 （武蔵村山ジュニア）

24

浅野 杏樹マリ （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

36

大和地 双葉 （ＳＩＤ．Ｊｒ）

44

山田 菜乃葉 （調布ジュニア）

9

岡野 里菜 （国分寺ジュニア）

25

吉永 実桜 （杉並ジュニア）

50

内野 陽依 （八王子キッズバドラー）

54

折居 咲良 （鷹番ジュニア）

10

小俣 真央 （八王子ジュニア）

26

津田 愛菜 （つきいちジュニア）

37

西 原 凜 （調布ジュニア）

45

青木 詩花 （八王子キッズバドラー）

11

西 結 衣 （宝木塚ジュニア）

27

成田 百夏 （宝木塚ジュニア）

57

板垣 美優 （八王子ジュニア）

59

蝦名 柚奏 （八王子ジュニア）

12

長谷川 萌香 （シャトラーズ深川）

28

吉岡 美鈴 （Ｂ・Ｔバドミントンクラブ）

38

谷口 彩夢 （町田ジュニア）

46

長谷川 麗 （銀座キッズ）

13

岡野 杏香 （ＳＵＮＳ２００４）

29

松本 唯那 （豊島シャトルズ）

51

吉野 陽向多 （練馬アドバンス）

55

吉岡 小粋 （シャトラーズ深川）

14

近藤 梨花 （旭工芸ジュニア）

30

半田 そら （ＳＩＤ．Ｊｒ）

39

草 間 凪 （キダッチョ君ジュニア）

47

鵜澤 里緒子 （調布ジュニア）

15

坂口 夏佳 （つきいちジュニア）

31

小野寺 彩羽 （旭工芸ジュニア）

第3回 東京都小学生バドミントン チャレンジトーナメント
令和元年７月１３日 武蔵村山市総合体育館

５年女子シングルス
吉田 絢香 （旭工芸ジュニア）

小野髙 美月 （小平ジュニア）
21

渡辺 柚希 （ＳＵＮＳ２００４）

29

1

高部 希望 （調布ジュニア）
11

山畑 郁歩 （欅ジュニア）

松木 愛鈴 （渋谷ジュニア）
37

41

江口 樹奈 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

田 中 舞 （昭島ジュニア）
2

12

赤島 里香 （小平ジュニア）

中田 侑那 （ソレイユＢ．Ｃ）
22

30

山田 彩花 （板橋ジュニア）

松本 紗空 （八王子コメット）
3

13

武田 琴音 （池上ジュニア）

45

細谷 心美 （ＳＵＮＳ２００４）

47

岩本 莉奈 （練馬アドバンス）

小松 美來 （欅ジュニア）
23

土屋 伊織 （調布ジュニア）

31

4

那 須 爽 （東大和１小）
14

春元 友理那 （夕やけジュニア）

小島 彩楓 （ＰＩＸＹ葛西）
38

42

大庭 梨暖 （八王子ジュニア）

持田 遥花 （板橋ジュニア）
5

木島 れいな （ＳＵＮＳ２００４）

15
24

浅原 希望 （ＳＵＮＳ２００４）

32

尾形 美珠 （つきいちジュニア）

鈴木 乃愛 （旭工芸ジュニア）
49

50
51

加藤 真奈美 （ソレイユＢ．Ｃ）

程 原 優 （シャトラーズ深川）

25

松 山 葵 （板橋ジュニア）

33

6

粟野 莉央 （ＳＵＮＳ２００４）
16

水野 そら （豊島シャトルズ）

山下 優菜 （昭島ジュニア）
39

43

酒井 玲菜 （調布ジュニア）

平田 深緒 （練馬アドバンス）
7

津藤 萌那 （ＳＵＮＳ２００４）

17
26

鈴木 葵央葉 （板橋ジュニア）

34

中村 有里 （鷹番ジュニア）

松尾 苗樹 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）
46

東 里 桜 （渋谷ジュニア）

48

立神 樹香 （八王子コメット）

8

18

伊藤 成美 （昭島ジュニア）

内藤 暖乃 （ＳＵＮＳ２００４）
27

35

小川 留奈 （八王子コメット）

秋元 さくら （板橋ジュニア）
9

19

小倉 あや乃 （調布ジュニア）

高 木 杏 （調布ジュニア）
40

44

船本 実愛 （板橋ジュニア）

松澤 未來 （旭工芸ジュニア）
10

三 好 桜 （小平ジュニア）
川名 未遥 （ＳＵＮＳ２００４）

20
28

36

雑賀 日茉里 （鷹番ジュニア）
広瀬 紗麗 （宝木塚ジュニア）

第3回 東京都小学生バドミントン チャレンジトーナメント
令和元年７月１４日 武蔵村山市総合体育館

４年男子シングルス

間瀬 智裕 （町田ジュニア）

永井 海成 （シャトラーズ深川）

11

15

新木 雄太 （サザンウィングス）

曾野田 拓洋 （銀座キッズ）
1

6

門間 智史 （昭島ジュニア）

笠井 千璃 （国分寺ジュニア）
21

19
山崎 優貴 （有馬シャトル）

田中 琥太郎 （宝木塚ジュニア）
2

7

鈴木 蒼介 （八王子ジュニア）

野 田 輝 （調布ジュニア）
16
12

宮澤 陽葵 （チームさくらんぼ）

殿川 大地 （鷹番ジュニア）
3

星 椋 太 （宝木塚ジュニア）

23

佐々木 陽斗 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）

24
25
8

遠山 修司 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

内田 洵義 （板橋ジュニア）
17
13

榎本 龍也 （成隣バドミントンクラブ）

近衛 優斗 （練馬ジュニア）
4

9

大木 省吾 （シャトラーズ深川）

菅野 真広 （宝木塚ジュニア）
20

22

石田 莉一 （豊島シャトルズ）

菅野 響生 （八王子ジュニア）
5

10

ビナイ カンナ‐ （宝木塚ジュニア）

加藤 陽斗 （町田ジュニア）
14

武森 陽向 （小平ジュニア）

18

塩谷 朱雀 （小平ジュニア）

第3回 東京都小学生バドミントン チャレンジトーナメント
令和元年７月１４日 武蔵村山市総合体育館

３年男子シングルス

金岡 壮達 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

石井 春馬 （ホワイトバーズ）

13

17

石 井 羚 （池上ジュニア）

上里 航大 （町田ジュニア）
1

7

市 川 遼 （銀座キッズ）

矢戸 翔音 （鷹番ジュニア）
21

23

井嶋 啓翔 （小平ジュニア）

鈴木 秀吾 （小平ジュニア）
2

8

戸土 陽稀 （サザンウィングス）

高橋 佑輔 （池上ジュニア）
14

18

福井 敬介 （練馬アドバンス）

河村 結人 （キダッチョ君ジュニア）
3

9

小池 大和 （町田ジュニア）

高 橋 海 （銀座キッズ）
25

26
27

小山 太一 （シャトラーズ深川）

松尾 尚樹 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）
4

10

鈴木 鷹人 （旭工芸ジュニア）

廣瀬 修平 （町田ジュニア）
15

19

深野 修斗 （チームさくらんぼ）

木村 永希 （国分寺ジュニア）
5

11

田中 星太郎 （小平ジュニア）

秋吉 陽登 （シャトラーズ深川）
22

24

太田 羽駆斗 （宝木塚ジュニア）

亀井 陽人 （小平ジュニア）
6

12

尾鳥 葵音 （小平ジュニア）

山 本 俊 （昭島ジュニア）
16

宍倉 拓海 （池上ジュニア）

20

塩 谷 司 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）

第3回 東京都小学生バドミントン チャレンジトーナメント
令和元年７月１４日 武蔵村山市総合体育館

２年男子シングルス
坂村 斗優 （青梅ジュニア）
青戸 琳太郎 （千代田ジュニア）

4
田 中 晴 （八王子コメット）

8

三 浦 聖 （小平ジュニア）

10

1

田代 惺大 （小平ジュニア）

佐藤 翔磨 （練馬ジュニア）

5
12

石野 颯大 （シャトラーズ深川）

13
14

青山 天煌 （Ｌａｚｗａｒｄ）
2

田 中 朔 （練馬ジュニア）

山畑 歩澄 （欅ジュニア）

6
9

伊藤 悠成 （昭島ジュニア）

三浦 大地 （青梅ジュニア）

11
3

江口 昂平 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

関 口 蓮 （小平ジュニア）

7
野 口 優 （小平ジュニア）

１年男子シングルス

佐野 健太 （青梅ジュニア）

森田 悠生 （青梅ジュニア）

1

3

田嶋 壱早 （稲城ジュニア）

勝亦 勇翔 （たなしＭＡＸ Ｊｒ）

5

6
7

田村 桃也 （品川ジュニア）

石上 英太 （調布ジュニア）

2

石井 涼晟 （たなしＭＡＸ Ｊｒ）

4

伴野 尊琉 （ＮＯＣＫＳ）

第3回 東京都小学生バドミントン チャレンジトーナメント
令和元年７月１４日 武蔵村山市総合体育館

４年女子シングルス
荒澤 ゆずか （成隣バドミントンクラブ）
藤井 円花 （渋谷ジュニア）
12

藤原 未釉 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）

4

和久 未來 （キダッチョ君ジュニア）

2
1

小林 梨華 （練馬アドバンス）

24

森本 ゆりな （鷹番ジュニア）

20

石川 真緒 （キダッチョ君ジュニア）
佐藤 日和 （八王子ジュニア）

13

角 川 凜 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

5
30

佐 藤 雫 （池上ジュニア）
28

久保 黎華 （銀座キッズ）

稲付 くるみ （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）

14

浜岡 育穂 （八王子ジュニア）

6

石川 結友 （シャトラーズ深川）

25

二上 結愛 （千代田ジュニア）

21

今 紀 乃 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

15

平澤 愛菜 （シャトラーズ深川）

7

末廣 凜風 （小平ジュニア）
32

33

蝦名 美宙 （八王子ジュニア）

34

大山 心美 （成隣バドミントンクラブ）

16

酒井 美緒 （渋谷ジュニア）

8

黒川 紗都 （練馬アドバンス）

26

井上 萌々 （成隣バドミントンクラブ）

22

清水 瑠莉 （旭工芸ジュニア）

17

大久保 舞礼 （宝木塚ジュニア）

9

青戸 麻唯菜 （千代田ジュニア）

31

末廣 瑠夏 （小平ジュニア）

29

村松 ひなた （Ｂ．Ｔバドミントン）

18

松岡 真琴 （池上ジュニア）

10

堀 結 月 （銀座キッズ）
23

27

向井 咲菜 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

中村 怜奈 （八王子ジュニア）

3
11

森 未 宇 （板橋ジュニア）

19

須田 菜沙 （板橋ジュニア）

吉野 羽都希 （練馬アドバンス）

第3回 東京都小学生バドミントン チャレンジトーナメント
令和元年７月１４日 武蔵村山市総合体育館

３年女子シングルス
神尾 明希 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

齊 藤 翼 （シャトラーズ深川）
5

松本 杏珠 （宝木塚ジュニア）

13

1

八ツ田 莉歩 （稲城ジュニア）
3

室谷 果凜 （サザンウィングス）

21

木村 友芽香 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

25

永 松 椛 （小平ジュニア）

田村 茉桜 （品川ジュニア）
6

14

三木 彩加 （シャトラーズ深川）

福山 咲季 （サザンウィングス）
29

31

八ツ田 結衣 （稲城ジュニア）

佐々木 心羽 （旭工芸ジュニア）
7

15

紫葉 幸翔音 （池上ジュニア）

大嶽 実央 （小平ジュニア）
22

26

田口 ひかり （旭工芸ジュニア）

平 田 葵 （渋谷ジュニア）
8

16

東 千 優 （夕やけジュニア）

川端 惟希 （宝木塚ジュニア）
33

35

34

堀口 涼乃 （稲城ジュニア）

有村 陽南 （町田ジュニア）
9

17

酒井 結菜 （調布ジュニア）

細谷 綺希 （シャトラーズ深川）
23

27

青柳 陽咲 （旭工芸ジュニア）

石上 琴美 （調布ジュニア）
10

18

今村 柚稀 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

南 谷 芹 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）
30

32

堀 維 夏 （ガッツジュニア）

浅野 惺奏 （稲城ジュニア）
11

19

川島 美葉音 （稲城ジュニア）

森岡 理恵 （板橋ジュニア）
24

南立 紗希 （渋谷ジュニア）

28

班 裕 寧 （小平ジュニア）

2

木下 結瑛 （ＮＯＣＫＳ）

猪瀬 智恵 （小平ジュニア）

4
12

20

松本 芽依 （チームさくらんぼ）

山中 朱哩 （青梅ジュニア）

第3回 東京都小学生バドミントン チャレンジトーナメント
令和元年７月１４日 武蔵村山市総合体育館

２年女子シングルス

入澤 美星 （小平ジュニア）

太田 まりか （銀座キッズ）
5
3

堀 芹 良 （銀座キッズ）

長谷川 心陽 （宝木塚ジュニア）
1

小喜多 羽菜 （池上ジュニア）

7

小野髙 杏 （小平ジュニア）

8
9
2

平 梨 花 （練馬ジュニア）

大槻 結稀 （町田ジュニア）
6
4

田端 優羽 （調布ジュニア）

上田 涼菜 （有馬シャトル）

１年女子シングルス

山崎 優梨 （青梅ジュニア）

佐藤 由羽 （小平ジュニア）

1

3

松尾 采樹 （Ｔ・Ｉ・Ｊ）

坪井 莉乃 （町田ジュニア）

5

6
7

木下 稀結 （ＮＯＣＫＳ）

田口 こころ （旭工芸ジュニア）

2

有村 衣央 （町田ジュニア）

4

石井 伊織 （ホワイトバーズ）

