
第8回金沢シニアオープンバドミントン大会

優勝 谷川 俊昭 剱（富山県） 優勝 竹本 妙子 minton（富山県）
別森 英司 剱（富山県） 鈴木 淳子 定塚クラブ（富山県）

準優勝 松本 雅之 北陸リネックス 準優勝 曽我 佳織 ＵＢＦ
栄代 正男 別川製作所 勝田 瑞緒 ＵＢＦ

3位 干場 正明 WBC
長谷川 純 WBC

3位 浅野 昭起 WBC
大南 昌幸 WBC

優勝 高橋 一誠 富山工業高校（富山） 優勝 小原 千恵子 福井シニア
出越 悟 大吟醸クラブ 慶秀 清子 福井シニア

準優勝 神代 和久 日本槽達（富山県） 準優勝 前田 美和子 津幡クラブ
山田 一吉 瓢友クラブ 蔵本 利美 津幡クラブ

3位 城方 秀之 福野クラブ（富山県） 3位 羽村 典子 瓢友クラブ
野原 嘉親 利賀クラブ（富山県） 荒木 美智代 瓢友クラブ

3位 高田 真二 Ｐａｎｄｏｒａ
卯辰 外喜男 瓢友クラブ

優勝 金山 尚幸 コマツ 優勝 今津 裕美 （埼玉県）
枡野 泰弘 小松クラブ 池田 やす子 （富山県）

準優勝 丹野 博 瓢友クラブ 準優勝 今泉 静子 minton（富山県）
中松 章一 オールエイジ 笹村 和子 minton（富山県）

3位 山本 秀夫 金沢クラブ 3位 片糸 康子 あすなろクラブ
高岡 桂 坂井クラブ（福井県） 伊東 ひとみ あすなろクラブ

3位 羽田 義仁 北國銀行
松井 圭三 大吟醸クラブ

優勝 坂本 光雄 日曹クラブ（富山県） 優勝 三浜 良子 オーロン（福井県）
山岸 義則 日曹クラブ（富山県） 半田 富美栄 オーロン（福井県）

準優勝 長山 郁生 小坂クラブ 準優勝 宮崎 加代子 ラヴスマッシュ
橋爪 幸次 小坂クラブ 大島 素子 ラヴスマッシュ

優勝 中村 勇二 新神田
水上 紘宇 ＮＢＣ

準優勝 田中 嘉昭 宝永体協 (福井県)
笹木 幸雄 ３９２クラブ(福井県)

3位 若松 久男 米泉クラブ
高田 和夫 ＮＢＣ

男子120歳以上 女子120歳以上

男子130歳以上

男子30歳代 女子30歳代

男子40歳代 女子40歳代

男子50歳代 女子50歳代



第6回金沢ジュニアオープンバドミントン大会

男子小学3年以下 女子小学3年以下
優勝 大田 隼也 高岡ジュニア 優勝 木田 恋菜 勝山チャマッシュＪｒ
準優勝 荒井 輝 金沢崎浦Wings 準優勝 松川 華実 敦賀ジュニア
3位 中橋　一悠 中島ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 3位 吉川 羽音 美川ジュニア
3位 中川 怜 金沢崎浦Wings 3位 吉田 陽萌 湊ジュニア

男子小学4年以下 女子小学4年以下
優勝 岩住　颯 小松ジュニア 優勝 田中 優衣 宝永ジュニア
準優勝 石田 悠斗 野々市ジュニア 準優勝 木水 優羽 武生西バドミントンスポーツ少年団
3位 杉村　輝明 あわら飛翔B.C 3位 平井 志唯菜 武生西バドミントンスポーツ少年団
3位 奥 優汰 高岡ジュニア 3位 井上 桃花 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞかしま

男子小学5年以下 女子小学5年以下
優勝 高山 優太 あわら飛翔B.C 優勝 矢野 茉歩 高岡ジュニア
準優勝 松川 智哉 敦賀ジュニア 準優勝 松山 祐実 坂井輪ジュニア
3位 木田 悠斗 勝山チャマッシュＪｒ 3位 多崎 千帆 大徳ジュニア
3位 松成 ルーク勇輝 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ 3位 廣上 瑠依 高岡ジュニア

男子小学6年以下 女子小学6年以下
優勝 出島 光紘 あわら飛翔B.C 優勝 吉浦 愛花 大徳ジュニア
準優勝 荒井 海月 金沢崎浦Wings 準優勝 中出 萌雅 小松ジュニア
3位 尾崎 友哉 大徳ジュニア 3位 釜谷 知佳 金沢崎浦Wings
3位 高橋 淳平 敦賀ジュニア 3位 宇賀田 雛帆 直江津JBC



30歳代 30 横山 真治 ＵＢＦ

Aリーグ 松本＆栄代 近藤＆高多 山口＆柴田 の部 大久保 博史 ＵＢＦ

松本＆栄代 21-10,21-3 21-13,21-12 30 田口 洋平 コマツ

近藤＆高多 10-21,3-21 8-21,18-21 の部 谷口 航 大吟醸クラブ

山口＆柴田 13-21,12-21 21-8,21-18 30 谷川 俊昭 剱（富山県）

の部 別森 英司 剱（富山県）

Bリーグ 谷川＆別森  坪川＆里見 油井＆坂井 30 山口 一也 中能登町協会

谷川＆別森 ① 21-17,21-11 の部 柴田 寛之 フォーティーフォー

 坪川＆里見 ① 30 中嶋 裕彰 井口クラブ（富山県）

油井＆坂井 17-21,11-21 ③ の部 老田 一志 minton（富山県）

30 杉原 秀俊 金沢市役所

Cリーグ 横山＆大久保 浅野＆大南 杉原＆松尾 の部 松尾 功一郎 西条クラブ（富山県）

横山＆大久保 18-21,8-21 9-21,9-21 30 坪川 直宏 西部ハイクリア

浅野＆大南 21-18,21-8 21-15,22-20 の部 里見 元 西部ハイクリア

杉原＆松尾 21-9,21-9 15-21,20-22 30  松寺 輝晃 西部ハイクリア

の部  鈴木 大一 西部ハイクリア

Dリーグ 干場＆長谷川 松寺＆鈴木 田口＆谷口 中嶋＆老田 30 松本 雅之 北陸リネックス

干場＆長谷川 21-2,21-11 21-16,21-15 の部 栄代 正男 別川製作所

松寺＆鈴木 2-21,11-21 5-21,8-21 30 干場 正明 ＷＢＣ

田口＆谷口 16-21,15-21 21-13,21-18 の部 長谷川 純 ＷＢＣ

中嶋＆老田 21-5,21-8 13-21,18-21 30 浅野 昭起 ＷＢＣ

の部 大南 昌幸 ＷＢＣ

30 油井 一英 ＷＢＣ

の部 坂井 文一 ＷＢＣ

30 近藤 拓也 フェニックス

の部 高多 克尚 ラブスマッシュ

谷川＆別森

干場＆長谷川

21-17
19-21
18-2120-22,16-21

決勝トーナメント

浅野＆大南

松本＆栄代

21-11
21-16



40歳代 40 塩谷 真樹 かほく宇ノ気クラブ

Aリーグ 神代＆山田 林＆岡島 河原＆本田 松林＆浅野 の部 吉岡 直樹 あすなろクラブ

神代＆山田 21-1,21-5 21-17,21-14 40 村田 真二 フェニックスクラブ

林＆岡島 1-21,5-21 6-21,0-21 の部 藤橋 正弘 津幡クラブ

河原＆本田 17-21,14-21
19-21,21-
17,14-21 40 高橋 一誠 富山工業高校（富山）

松林＆浅野 21-6,21-0
21-19,17-
21,21-14

の部 出越 悟 大吟醸クラブ

直接対決 神代＆山田 21-10 松林＆浅野 40 神代 和久 日本槽達（富山県）

Bリーグ 塩谷＆吉岡 吉田＆恒川 寺田＆吉川 高橋＆出越 の部 山田 一吉 瓢友クラブ

塩谷＆吉岡
18-21,21-
13,21-17

21-10,14-
21,21-10 40 松林 友幸 井口クラブ（富山県）

吉田＆恒川
21-18,13-
21,17-21

8-21,15-21 の部 浅野 研一 minton（富山県）

寺田＆吉川
10-21,21-
14,10-21

6-21,13-21 40 今井 一雄 井口クラブ（富山県）

高橋＆出越 21-8,21-15 21-6,21-13 の部 宮崎 明樹 minton（富山県）

直接対決 塩谷＆吉岡 15-21 高橋＆出越 40 城方 秀之 福野クラブ（富山県）

Cリーグ 村井＆坂東 平井＆大東 城方＆野原 村田＆藤橋 の部 野原 嘉親 利賀クラブ（富山県）

村井＆坂東 21-13,25-23
14-21,22-
20,14-21 40 林 善昭 西部ハイクリア

平井＆大東 13-21,23-25 21-19,21-17 の部 岡島 康博 西部ハイクリア

城方＆野原
21-14,20-
22,21-14

21-12,21-15 40 渡邉 忠幸 福井県庁

村田＆藤橋 19-21,17-21 12-21,15-21 の部 尾崎 建治 福井県庁

40 平井 香充 TONKOHクラブ（福井県）

Dリーグ 今井＆宮崎 森田＆大浦 渡邊＆尾崎 高田＆卯辰 の部 大東 健次 TONKOHクラブ（福井県）

今井＆宮崎 21-8,21-14 21-10,21-19 40 坂東 陽月 大吟醸

森田＆大浦 8-21,14-21 12-21,17-21 の部 村井 礼 大吟醸

渡邊＆尾崎 10-21,19-21 13-21,15-21 40 森田 孝司 千坂クラブ

高田＆卯辰 21-12,21-17 21-13,21-15 の部 大浦 憲一 千坂クラブ

直接対決 今井＆宮崎 17-21 高田＆卯辰 40 高田 真二 Ｐａｎｄｏｒａ

の部 卯辰 外喜男 瓢友クラブ

40 寺田 正俊 千坂クラブ

の部 吉川 進一 千坂クラブ

40 吉田 哲也 井口クラブ（富山県）

の部 恒川 誠 井口クラブ（富山県）

40 河原 年隆 福大付属中教員（福井県）

の部 本田 浩章 ＮＯＢ★ＦＵＫＵＩ（福井県）
高田＆卯辰

21-17
21-1413-21,12-21

高橋＆出越

城方＆野原

決勝トーナメント

神代＆山田

25-27
21-17
21-13



５０歳代

Aリーグ 金山＆枡野 梅沢＆芋塚 竹田＆関

金山＆枡野
21-16,19-
21,21-11

21-16,21-9 50 丹野 博 瓢友クラブ

梅沢＆芋塚
16-21,21-
19,21-11

10-21,21-
13,21-23

の部 中松 章一 オールエイジ

竹田＆関 16-21,9-21
21-10,13-
21,23-21 50 山本 秀夫 金沢クラブ

の部 高岡 桂 坂井クラブ（福井県）

Bリーグ 山本＆高岡 木村＆嵐山 河崎屋＆長谷川 松本＆宇野 50 河崎屋 清久 加賀クラブ

山本＆高岡 21-13,21-11 21-16,21-16 の部 長谷川 一郎 金沢クラブ

木村＆嵐山 13-21,11-21 9-21,18-21 50 梅澤 博 中能登クラブ

河崎屋＆長谷川 16-21,16-21 21-11,21-14 の部 芋塚 紳二 鹿西おに斬り

松本＆宇野 21-9,21-18 11-21,14-21 50 松本 伸 高松クラブ

の部 宇野 幸治 寺井クラブ

Cリーグ 羽田＆松井 栄田＆杉宮 北川＆山田 岡田＆前田 50 北川 信夫 小坂クラブ

羽田＆松井 ① ③ 2-0 の部 山田 樹一 津幡クラブ

栄田＆杉宮 ④ 0-2 50 多賀 正紀 小坂クラブ

北川＆山田 ② 0-2 の部 木下 一弘 新神田クラブ

岡田＆前田 2-0 50 渡辺 浩志 弥生

直接対決 羽田＆松井 27-25 岡田＆前田 の部 松本 利勝 弥生

Dリーグ 丹野＆中松 多賀＆木下 渡辺＆松本 酒匂＆西村 50 木村 正之 pandora

丹野＆中松 21-8,21-13 21-4,21-13 の部 嵐山 正二 pandora

多賀＆木下 8-21,13-21 12-21,4-21 50 竹田 裕 瓢友クラブ

渡辺＆松本 4-21,13-21 9-21,6-21 の部 関 好晴 瓢友クラブ

酒匂＆西村 21-12,21-4 21-9,21-6 50 羽田 義仁 北國銀行

直接対決 丹野＆中松 21-10 酒匂＆西村 の部 松井 圭三 大吟醸クラブ

50 金山 尚幸 コマツ

の部 枡野 泰弘 小松クラブ

50 栄田 健志 コマツ

の部 杉宮 伸司 ラヴスマッシュ

50 酒勾 良夫 津幡クラブ

の部 西村 牧世 津幡クラブ

50 岡田 敏夫 福井県庁（福井県）

の部 前田 憲一 福井県庁（福井県）

21-15
20-22
21-8

21-18
15-21
19-21

羽田＆松井

金山＆枡野

21-15,21-15

山本＆高岡

丹野＆中松

決勝トーナメント



Aリーグ 坂本＆山岸 江端＆松原 松浦＆石田

坂本＆山岸 21-9,21-7 21-9,21-8 120 高来 秀夫 フェニックスクラブ

江端＆松原 9-21,7-21
24-26,21-
10,11-21

の部 石井 洋一 フェニックスクラブ

松浦＆石田 9-21,8-21
26-24,10-
21,21-11 120 坂本 光雄 日曹クラブ（富山県）

の部 山岸 義則 日曹クラブ（富山県）

Bリーグ 高来＆石井 北川＆大村 長山＆橋爪 120 江端 茂 ラヴスマッシュ

高来＆石井
23-21,13-
21,21-16

16-21,14-21 の部 松原 他家茂 ラヴスマッシュ

北川＆大村
21-23,21-
13,16-21

15-21,8-21 120 松浦 裕 ラブスマッシュ

長山＆橋爪
21-16、21-

14
21-15,21-8 の部 石田 孝守 千代野クラブ

130 北川 信能 宝永体協(福井県)

決勝戦 の部 大村 勇嗣 宝永体協(福井県)

優勝 坂本＆山岸 120 長山 郁生 小坂クラブ

準優勝 長山＆橋爪 の部 橋爪 幸次 小坂クラブ

130 若松 久男 米泉クラブ

決勝リーグ 田中＆笹木 中村＆水上 橋爪＆野村  川喜多＆坂東 若松＆高田 の部 高田 和夫 ＮＢＣ

田中＆笹木
11-15、15-
11、11-15

15-4,15-3 ④ 15-8,15-4 ２－１ 130 中村 勇二 新神田

中村＆水上
15-11,11-
15,15-11

15-10,15-4 ②
15-11,14-
16,15-11

３－０ の部 水上 紘宇 ＮＢＣ

橋爪＆野村 4-15,3-15 10-15,4-15 ⑧ 4-15,5-15 ０－３ 130 橋爪 晃 グリップクラブ

 川喜多＆坂東 ④ ② ⑧ ⑥ の部 野村 信一 グリップクラブ

若松＆高田 8-15,4-15
11-15,16-
14,11-15

15-4,15-5 ⑥ １－２ 130 川喜田 靖彦 我孫子市（千葉県）

の部 板東 洋司 我孫子市（千葉県）

優勝 中村＆水上 130 田中 嘉昭 宝永体協 (福井県)

準優勝 田中＆笹木 の部 笹木 幸雄 ３９２クラブ(福井県)

3位 若松＆高田

合計１３０歳代

合計１２０歳代

坂本＆山岸 長山＆橋爪
21-6,21-8



30歳代 30 大東 真美 TONKOHクラブ（福井県）

Aリーグ 竹本＆鈴木 今村＆垣内 大東＆田中 の部 田中 恭子 TONKOHクラブ（福井県）

竹本＆鈴木 21-6,21-8 21-18,21-7 30 今村 直美 フェニックスクラブ

今村＆垣内 6-21,8-21 8-21,17-21 の部 垣内 有加 フェニックスクラブ

大東＆田中 18-21,7-21 21-8,21-17 30 竹本 妙子 minton（富山県）

の部 鈴木 淳子 定塚クラブ（富山県）

Bリーグ 曽我＆勝田  関口＆坪川 北堀＆市川 30 曽我 佳織 ＵＢＦ

曽我＆勝田 ① 21-10,21-6 の部 勝田 瑞緒 ＵＢＦ

 関口＆坪川 ③ 30 北堀 さや佳 アクセス

北堀＆市川 10-21,6-21 ③ の部 市川 千佳子 ＮＢＣ

30 開口 聖子 西部ハイクリア

決勝戦 の部 坪川 淳子 西部ハイクリア

優勝 竹本＆鈴木

準優勝 曽我＆勝田

40歳代 40 長丸 貴子 ＵＢＦ

Aリーグ 前田＆蔵本 小林＆田辺 青木＆林 の部 酒伊 真喜子 鶴来クラブ

前田＆蔵本 15-21,21-
7,21-14

21-8,21-13 40 嶋 麻貴 あすなろクラブ

小林＆田辺 21-15,7-
21,14-21

17-21,21-
18,21-18

の部 西 紀美 あすなろクラブ

青木＆林 8-21,13-21 21-17,18-
21,18-21 40 青木 佐智子 あすなろクラブ

の部 林 夏美 あすなろクラブ

Bリーグ 羽村＆荒木 佐々木＆松本 幸田＆松田 40 幸田 好恵 フェニックスクラブ

羽村＆荒木 19-21,21-
14,21-14

21-19,17-
21,21-19

の部 松田 和代 フェニックスクラブ

佐々木＆松本
21-19,14-
21,14-21

17-21,21-
19,10-21 40 羽村 典子 瓢友クラブ

幸田＆松田 19-21,21-
17,19-21

21-17,19-
21,21-10

の部 荒木 美智代 瓢友クラブ

40 前田 美和子 津幡クラブ

Cリーグ 長丸＆酒伊 小原＆慶秀 嶋＆西 の部 蔵本 利美 津幡クラブ

長丸＆酒伊 19-21,15-21 21-12,21-15 40 小原 千恵子 福井シニア

小原＆慶秀 21-19,21-15 15-21,21-
18,21-15

の部 慶秀 清子 福井シニア

嶋＆西 12-21,15-21 21-15,18-
21,15-21 40 小林 洋子 福井シニア

の部 田辺 貴恵 福井シニア

決勝リーグ 前田＆蔵本 羽村＆荒木 小原＆慶秀 40 佐々木 雅美 翼会

前田＆蔵本 21-17,21-8 21-17,13-
21,11-21

優勝 小原＆慶秀 の部 松本 智子 翼会

羽村＆荒木 17-21,8-21 11-21,6-21 準優勝 前田＆蔵本

小原＆慶秀 17-21,21-
13,21-11

21-11,21-6 3位 羽村＆荒木

竹本＆鈴木 曽我＆勝田
21-18
19-21
21-12



50歳代 50 吉田 敦子 すみれクラブ

Aリーグ 片糸＆伊東 山田＆岩本  谷口＆清水 の部 中森 敏恵 すみれクラブ

片糸＆伊東 21-10,21-9 ② 50 神野 良子 あすなろクラブ

山田＆岩本 10-21,9-21 ③ の部 江口 好美 あすなろクラブ

 谷口＆清水 ② ③ 50 片糸 康子 あすなろクラブ

の部 伊東 ひとみ あすなろクラブ

Bリーグ 今泉＆笹村 細川＆瀬戸 吉田＆中森 50 山田 雅子 フェニックスクラブ

今泉＆笹村 21-14,21-16 21-14,21-10 の部 岩本 秀子 フェニックスクラブ

細川＆瀬戸 14-21,16-21 21-17,21-17 50 谷口 路子 我孫子市（千葉県）

吉田＆中森 14-21,10-21 17-21,17-21 の部 清水 都代子 我孫子市（千葉県）

50 細川 広美 瓢友クラブ

Cリーグ 今津＆池田 中村＆竹井 神野＆江口 の部 瀬戸 美子 瓢友クラブ

今津＆池田 21-16,10-
21,21-14

21-12,21-5 50 今泉 静子 minton（富山県）

中村＆竹井 16-21,21-
10,14-21

21-19,21-9 の部 笹村 和子 minton（富山県）

神野＆江口 12-21,5-21 19-21,9-21 50 今津 裕美 （埼玉県）

の部 池田 やす子 （富山県）

決勝リーグ 片糸＆伊東 今泉＆笹村 今津＆池田 50 中村 祐子 ファンシャトルズ

片糸＆伊東 9-21,15-21 21-14,11-
21,11-21

優勝 今津＆池田 の部 竹井 早葉子 ファンシャトルズ

今泉＆笹村 21-9,21-15 21-18,19-
21,18-21

準優勝 今泉＆笹村

今津＆池田 14-21,21-
11,21-11

18-21,21-
19,21-18

3位 片糸＆伊東

120歳代

Aリーグ 出越＆宮丸 宮崎＆大島 野村＆近藤 130 野村 恵津子 オーロン（福井県）

出越＆宮丸 14-21,11-21 21-11,21-17 の部 近藤 初子 オーロン（福井県）

宮崎＆大島 21-14,21-11 21-16,21-15 120 三浜 良子 オーロン（福井県）

野村＆近藤 11-21,17-21 16-21,15-21 の部 半田 富美栄 オーロン（福井県）

120 出越 美佐子 フェニックスクラブ

Bリーグ 三浜＆半田 室崎＆野原 高来＆竹田 の部 宮丸 節子 フェニックスクラブ

三浜＆半田 ① ② 120 室崎 洋子 フェニックスクラブ

室崎＆野原 ③ の部 野原 きよ子 フェニックスクラブ

高来＆竹田 120 高来 正子 フェニックスクラブ

の部 竹田 三枝子 フェニックスクラブ

決勝戦 120 宮崎 加代子 ラヴスマッシュ

優勝 三浜＆半田 の部 大島 素子 ラヴスマッシュ

準優勝 宮崎＆大島
宮崎＆大島 三浜＆半田



3年男子

① 大田 隼也 高岡ジュニア （富山県） ① 荒井 輝 金沢崎浦Wings （石川県）

② 五味川 柊 大徳ジュニア （石川県） 2 2 ② 坪内 健司郎 下庄バドキッズ （福井県）

③ 横山 彩人 内灘ジュニア （石川県） ③ 藤田 勇吾 高岡ジュニア （富山県）

④ 野村 光河 滑川ジュニア （富山県）

2 2

① 坪内 隆之介 下庄バドキッズ （福井県） ① 宮本 和輝 ＯＫジュニア （石川県）

② 折池 萌々良 中央ジュニア （石川県） ② 山岸 大泰 今立ｽﾎﾟ少 （福井県）

③ 浅村 碧生 金沢崎浦Wings （石川県） ③ 藤谷 泰雅 野々市ジュニア （石川県）

0 1

① 井家 悠貴 湊ジュニア （石川県） ① 多田 光冴 イーストキッズ （福井県）

② 西村 勇汰郎 野々市ジュニア （石川県） ② 味舌 春希 オールエイジ （石川県）

③ 井戸 大海 岐阜市Jr. （岐阜県） ③ 今越 健太 おしのジュニア （石川県）

2 1

① 奥村 涼大 大徳ジュニア （石川県） ① 竹野 輔 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ （福井県）

② 辻口 陽貴 上市バド （富山県） ② 矢知 健志 能登町ジュニア （石川県）

③ 羽村 崇希 J.cats （石川県） ③ 松岡 琳久 松任ジュニア （石川県）

0 2

① 金﨑 瑛斗 小松ジュニア （石川県） ① 三石 達万 南木曽ジュニア （長野県）

② 増井 翔大 滑川ジュニア （富山県） ② 竹内 仁紀 加賀市ジュニア （石川県）

③ 向山 直希 新神田ジュニア （石川県） ③ 中川 怜 金沢崎浦Wings （石川県）

0 0

① 野村 雅人 下庄バドキッズ （福井県）

② 米沢 智貴 羽咋ジュニア （石川県） ① 明石 都希 下庄バドキッズ （福井県）

③ 山口 才飛 かしま （石川県） 2 1 ② 和久 海斗 湊ジュニア （石川県）

④ 中橋 一悠 中島ジュニア （石川県） ③  大垣 空也  リベンジ  (栃木県)
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4年男子

① 岩住 颯 小松ジュニア （石川県） 2 1 ① 川島 一将 川原ジュニア （富山県）

②  宇野 迅平  イーストキッズ  （福井県） ② 石本 真生 湊ジュニア （石川県）

③ 末吉 陽登 羽咋ジュニア （石川県） 1 ③ 駒井 颯斗 野々市ジュニア （石川県）

① 碓井 康大 上市バド （富山県） 2 ① 西村 陽希 J.cats （石川県）

② 卜部 瑛和 相馬田鶴浜ジュニア （石川県） ② 高村 健太郎 越前ｼﾞｭﾆｱ （福井県）

③ 恩田 響 岐阜市Jr. （岐阜県） 2 ③ 奥 優汰 高岡ジュニア （富山県）

① 山田 左近 金沢崎浦Wings （石川県） ① 青山 留尉 石ヶ瀬スポ少 （愛知県）

② 若狭 来希 野々市ジュニア （石川県） 0 2 1 ② 小川 凌太 大徳ジュニア （石川県）

③ 片桐 想叶 白根エンゼルス （新潟県） 0 ③ 藤森 諒 横田ジュニア （富山県）

① 杉村 輝明 あわら飛翔B.C （福井県） ① 森 優樹 南木曽ジュニア （長野県）

② 長丸 颯介 内灘ジュニア （石川県） 2 ② 山田 右近 金沢崎浦Wings （石川県）

③ 越野 智喜 美川ジュニア （石川県） ③ 浮田 貴宏 小松ジュニア （石川県）

2

① 勝泉 健 津幡ジュニア （石川県） 0 ① 藤田 大輝 南砺市協会 （富山県）

② 寺井 達哉 野々市ジュニア （石川県） ② 武藤 慎哉 内灘ジュニア （石川県）

③  竹内 寛太  高岡ジュニア  （富山県） 0 2 ③ 石田 悠斗 野々市ジュニア （石川県）

F
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5年男子

① 高山 優太 あわら飛翔B.C （福井県） ① 伊藤 亘哉 相馬田鶴浜ジュニア （石川県）

② 卜部 伊織 相馬田鶴浜ジュニア （石川県） ② 香川 大知 敦賀ジュニア （福井県）

③ 高野 稜悠 南砺市協会 （富山県） 2 0 ③ 上坂 隼風 おしのジュニア （石川県）

① 伊藤 大登 小松ジュニア （石川県） ① 横山 麗矢 内灘ジュニア （石川県）

② 永田 拓己 敦賀ジュニア （福井県） 2 1 ② 玉山 大晟 YK2 （福井県）

③ 小椋 悠起 南木曽ジュニア （長野県） ③ 垂見 純一 南木曽ジュニア （長野県）

① 竹野 聡馬 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ （福井県） ① 上村 蒼生 坂井輪ジュニア （新潟県）

② 卯辰 眞乙 金沢ジュニア （石川県） ② 今井 大雅 南砺市協会 （富山県）

③ 向山 朋希 新神田ジュニア （石川県） ③ 明石 弥都 下庄バドキッズ （福井県）

① 米山 一樹 上市バド （富山県） 0 2 ① 岡澤 莉希 J.cats （石川県）

② 籔内 遥斗 今立ｽﾎﾟ少 （福井県） ② 吉田 慶太 湊ジュニア （石川県）

③ 近都 拓海 J.cats （石川県） 2 0 ③ 木田 悠斗 勝山チャマッシュＪｒ （福井県）

① 藤谷 虎太朗 野々市ジュニア （石川県） ①  細川 和真  あわら飛翔B.C  （福井県）

② 高橋 弘斗 坂井輪ジュニア （新潟県） ② 前田 蒼生 津幡ジュニア （石川県）

③ 横山 聖矢 内灘ジュニア （石川県） 1 1 ③ 嵐 蒼樹 中央ジュニア （石川県）

① 吉田 翔哉 南砺市協会 （富山県） ① 伊東 祐輝 上市バド （富山県）

② 坪内 輝太郎 下庄バドキッズ （福井県） ② 田中 悠大 小松ジュニア （石川県）

③ 折池 結乃心 中央ジュニア （石川県） ③ 三室 太陽 相馬田鶴浜ジュニア （石川県）

① 酒井 幹久 相馬田鶴浜ジュニア （石川県） 0 2 ① 山岸 大洋 能登町ジュニア （石川県）

② 坪山 大我 敦賀ジュニア （福井県） ② 多田 圭佑 イーストキッズ （福井県）

③ 苗加 晃己 横田ジュニア （富山県） ③ 堀 雅矢 岐阜市Jr. （岐阜県）

① 加納 海斗 南砺市協会 （富山県） 2 2 ① 松田 浩輔 松任ジュニア （石川県）

② 古坂 健太 津幡ジュニア （石川県） ② 鷹西 晴大 南砺市協会 （富山県）

③ 松成 ルーク勇輝 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ （福井県） ③ 松川 智哉 敦賀ジュニア （福井県）
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6年男子

① 出島 光紘 あわら飛翔B.C （福井県） 2 0 ① 吉田 樹 湊ジュニア （石川県）

② 織本 琢麻 大浦ジュニア （石川県） ② 泉田 亮 南砺市協会 （富山県）

③ 岩上 和矢 横田ジュニア （富山県） ③ 六反田 悠希 金沢ジュニア （石川県）

④ 篠田 壮希 加賀市ジュニア （石川県） 2 2 ④ 田中 翔 イーストキッズ （福井県）

① 香川 翔哉 敦賀ジュニア （福井県） ① 荒井 海月 金沢崎浦Wings （石川県）

② 吉田 遼成 南砺市協会 （富山県） ② 寺田 一彪 大浦ジュニア （石川県）

③ 東 大貴 大浦ジュニア （石川県） ③ 碓井 信登 上市バド （富山県）

① 江本 光汰 山室中部スポ少 （富山県） 0 2 ① 大野 瑶介 横田ジュニア （富山県）

② 中村 優介 岐阜市Jr. （岐阜県） ② 中西 風樹 羽咋ジュニア （石川県）

③ 服部 嶺 金沢ジュニア （石川県） ③ 生田 陸 日進ジュニア （愛知県）

2 1

① 高橋 淳平 敦賀ジュニア （福井県） ① 尾崎 友哉 大徳ジュニア （石川県）

② 澤田 大知 イーストキッズ （福井県） ② 山下 純輝 金沢ジュニア （石川県）

③ 永原 大也 羽咋ジュニア （石川県） 2 ③ 上田 倫弘 南砺市協会 （富山県）

2

① 泉野 雅斗 津幡ジュニア （石川県） ① 下川 成 イーストキッズ （福井県）

② 北野 晴稀 高岡ジュニア （富山県） ② 山澤 健人 大浦ジュニア （石川県）

③ 堂野 嵐 大徳ジュニア （石川県） ③ 大田 征弥 坂井輪ジュニア （新潟県）

① 増永 晃士 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ （福井県） 0 0 ① 中村 卓登 オールエイジ （石川県）

② 神保 昇平 大浦ジュニア （石川県） ②  清澤 正陽  南砺市協会  （富山県）

③ 笹川 達也 南砺市協会 （富山県） 1 ③ 中山 柚 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ （福井県）

④ 保科 三史郎 相馬田鶴浜ジュニア （石川県） 0
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３年女子

① 木田 恋菜 勝山チャマッシュＪｒ （福井県） ① 加藤 杏里紗 柳津 （岐阜県）

② 清水 玲那 高岡ジュニア （富山県） ② 浜出 珠季 高岡ジュニア （富山県）

③ 谷口 陽菜 ＯＫジュニア （石川県） ③ 堀口 奈祐 ＯＫジュニア （石川県）

2 0
① 江口 実里 川原ジュニア （富山県） ① 西谷 琉生 小松ジュニア （石川県）

② 石川 映里 金沢崎浦Wings （石川県） ②  山田 真実  羽咋ジュニア  （石川県）

③ 青木 桜子 南木曽ジュニア （長野県） ③ 松浦 朱歩 上市バド （富山県）

2 2
① 多崎 未波 大徳ジュニア （石川県） ① 宮下 恭佳 金沢崎浦Wings （石川県）

② 松原 真央 美川ジュニア （石川県） ② 島 凪沙 南条ジュニア （富山県）

③ 近藤 安 岐阜市Jr. （岐阜県） ③   荒川 美登  加賀市ジュニア  （石川県）

① 岡島 胡桃 湊ジュニア （石川県） 0 2 ① 北 優莉亜 国府ジュニア （石川県）

② 山口 実莉 イーストキッズ （福井県） ② 大坪 明鈴 松任ジュニア （石川県）

③ 清水 愛莉 小松ジュニア （石川県） ③ 松川 華実 敦賀ジュニア （福井県）

2 1

① 西谷 康 おしのジュニア （石川県） ① 岩谷 麗奈 武生ジュニア （福井県）

② 中神 優華 南条ジュニア （富山県） ② 北野 侑希 高岡ジュニア （富山県）

③ 山戸 花菜 羽咋ジュニア （石川県） 2 0 ③ 伊谷 綾乃 ＯＫジュニア （石川県）

① 中山 優里 ＯＫジュニア （石川県） ① 大場 さくら 川原ジュニア （富山県）

② 吉川 羽音 美川ジュニア （石川県） ② 竹中 悠夏 金沢崎浦Wings （石川県）

③ 碓井 美吹 滑川ジュニア （富山県） ③ 松川 愛生 敦賀ジュニア （福井県）

0 0
① 尾﨑 楓 高岡ジュニア （富山県） ① 宇賀田 美琴 直江津JBC （新潟県）

② 家村 桃寧 金沢崎浦Wings （石川県） ② 西川 夢叶 美川ジュニア （石川県）

③ 山野 香子 国府ジュニア （石川県） ③ 勝田 苺 津幡ジュニア （石川県）

0 2
① 小竹   満 加賀市ジュニア （石川県） ① 森 遥菜 南木曽ジュニア （長野県）

② 永井 和樹 松任ジュニア （石川県） ② 金﨑 美琴 小松ジュニア （石川県）

③ 片桐 涼花 白根エンゼルス （新潟県） ③ 吉田 陽萌 湊ジュニア （石川県）
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４年女子

①  伊藤 朱里  リベンジ  (栃木県) ① 高井 優 高岡ジュニア （富山県）

② 田中 愛梨 野々市ジュニア （石川県） ② 木内 綺音 寺井ジュニア （石川県）

③ 東 亜紀 大浦ジュニア （石川県） ③ 山下 実智 加賀市ジュニア （石川県）

① 瀧川 愛生 加賀市ジュニア （石川県） 2 1 ① 長谷川 暖乃 ＯＫジュニア （石川県）

② 鷲尾 茉有 中島ジュニア （石川県） ② 村端 梨央 イーストキッズ （福井県）

③ 高田 未沙希 イーストキッズ （福井県） ③ 石戸谷 果菜 大浦ジュニア （石川県）

① 池田 愛菜 国府ジュニア （石川県） ① 岡山 莉呼 高岡ジュニア （富山県）

② 高 愛歩 湊ジュニア （石川県） ② 清水 梨鈴 津幡ジュニア （石川県）

③  桑坪 華  岐阜市Jr.  （岐阜県） 0 2 ③ 長谷 若奈 中島ジュニア （石川県）

① 浅村 美沙希 金沢崎浦Wings （石川県） ① 土田 乃愛 中央ジュニア （石川県）

② 松崎 真衣 松任ジュニア （石川県） ② 中出 すみれ 川原ジュニア （富山県）

③ 大東 日和 敦賀ジュニア （福井県） ③ 井戸 捺海 岐阜市Jr. （岐阜県）

① 鈴木 安音 寺井ジュニア （石川県） 0 2 ① 田中 みさ 国府ジュニア （石川県）

② 平井 志唯菜 武生西スポ少 （福井県） ② 松本 奈瑠海 滑川ジュニア （富山県）

③ 浅川 詩乃 高岡ジュニア （富山県） ③ 番匠 沙紀 内灘ジュニア （石川県）

0 2 ④ 田中 優衣 宝永ジュニア （福井県）

① 木水 優羽 武生西スポ少 （福井県） ① 河原 由依 宝永ジュニア （福井県）

② 西野 菜摘 おしのジュニア （石川県） ② 大野 蒼依 横田ジュニア （富山県）

③ 川端 彩愛 高岡ジュニア （富山県） ③ 池田 聖菜 国府ジュニア （石川県）

2 2

① 亀田 奈柚 金沢ジュニア （石川県） ① 井上 桃花 かしま （石川県）

② 中岡 美寿々 中央ジュニア （石川県） ② 碓井 清良 滑川ジュニア （富山県）

③ 秋山 陽菜乃 三国ジュニア （福井県） ③ 中島 涼葉 内灘ジュニア （石川県）

① 矢島 芽依 岐阜市Jr. （岐阜県） ① 山地 初果 上市バド （富山県）

② 酒井 友愛 相馬田鶴浜ジュニア （石川県） ② 石原 凪紗 Kojima B C （岐阜県）

③ 石井 歩惟 中島ジュニア （石川県） ③ 武腰 紅葉 寺井ジュニア （石川県）

2 0

① 伊藤 菜望 松任ジュニア （石川県） ① 坂井 杏菜 武生ジュニア （福井県）

② 盛田 和佳 羽咋ジュニア （石川県） ② 成清 友歌 小松ジュニア （石川県）

③ 杉村 咲 川原ジュニア （富山県） ③ 寺田 彩美華 大浦ジュニア （石川県）

① 松原 玲衣 美川ジュニア （石川県） ① 松田 桃香 羽咋ジュニア （石川県）

② 竹内 真那 イーストキッズ （福井県） ② 澤田 真依 イーストキッズ （福井県）

③ 村野 あすか 寺井ジュニア （石川県） 0 1 ③ 上原子 ひかり 湊ジュニア （石川県）

① 新田 心優 内灘ジュニア （石川県） ① 塚本 里奈 武生西スポ少 （福井県）

② 早川 夏稀 滑川ジュニア （富山県） ②  山口 小春  相馬田鶴浜ジュニア  （石川県）

③ 前坂 琴里 ＯＫジュニア （石川県） ③ 吉田 茜夕美 ＯＫジュニア （石川県）
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５年女子

① 廣上 瑠依 高岡ジュニア （富山県） ① 工藤 真澄 武生ジュニア （福井県）

② 糟谷 美の里 小松ジュニア （石川県） ② 水野 はる 相馬田鶴浜ジュニア （石川県）

③ 濱里 葵 金沢崎浦Wings （石川県） ③ 石山 涼華 津幡ジュニア （石川県）

① 小出 菜々子 J.cats （石川県） 2 0 ① 吉岡 美咲 ＯＫジュニア （石川県）

② 見尾谷 捺美 岐阜市Jr. （岐阜県） ② 近藤 加奈子 岐阜市Jr. （岐阜県）

③ 岡田 香南 中島ジュニア （石川県） ③ 三宅 玲奈 オールエイジ （石川県）

① 坂次 美優 野々市ジュニア （石川県） ① 野村 きらら 下庄バドキッズ （福井県）

② 宮前 妃奈 YK2 （福井県） ② 北村 凜々亜 J.cats （石川県）

③ 捻原 奈桜 大徳ジュニア （石川県） ③ 清水 夏海 小松ジュニア （石川県）

① 松井 収那 川原ジュニア （富山県） 1 2 ① 播摩 怜奈 中島ジュニア （石川県）

② 太田 妃奈乃 オールエイジ （石川県） ② 小林 愛和 中央ジュニア （石川県）

③ 木村 小春 津幡ジュニア （石川県） ③ 中山 櫻 宝永ジュニア （福井県）

① 中田 愛生 上市バド （富山県） ① 塚本 ほのか 大徳ジュニア （石川県）

② 宮本 里紗 ＯＫジュニア （石川県） ② 田ノ下 真依 上市バド （富山県）

③ 栁川 幸咲 今立ｽﾎﾟ少 （福井県） ③ 宮野 真叶 津幡ジュニア （石川県）

① 加藤 実桜 湊ジュニア （石川県） 0 2
② 畠中 彩乃 武生ジュニア （福井県）

③ 寺瀬 百華 松任ジュニア （石川県） ① 竹中 愛奈 金沢崎浦Wings （石川県）

② 山本 遙香 武生ジュニア （福井県）

① 水上 真佳 津幡ジュニア （石川県） ③ 池田 栞萌 野々市ジュニア （石川県）

② 澤 聖加梨 中島ジュニア （石川県） ④ 矢野 茉歩 高岡ジュニア （富山県）

③ 加藤 佑奈 柳津 （岐阜県） 0 2

① 上森 妃李羅 高岡ジュニア （富山県）

① 松山 祐実 坂井輪ジュニア （新潟県） ② 駒井 樹里 野々市ジュニア （石川県）

② 沢田 由真 中央ジュニア （石川県） ③ 武田 瑞希 津幡ジュニア （石川県）

③ 中神 優衣 南条ジュニア （富山県）

④ 奥野 てる香 大徳ジュニア （石川県） ① 朝日 萌心 金沢崎浦Wings （石川県）

2 ② 辻 姫蘭 下庄バドキッズ （福井県）

0 ③ 川畑 詩都 中央ジュニア （石川県）

① 若瀬 早彩 上市バド （富山県）

② 大沢 萌奈 寺井ジュニア （石川県） ① 開 美緒 松任ジュニア （石川県）

③ 横井 千夏 金沢崎浦Wings （石川県） ② 平田 偲 上市バド （富山県）

③ 中田 華 小松ジュニア （石川県）

① 山本 咲希 南条ジュニア （富山県）

② 野々市 夏菜 J.cats （石川県） ① 島 明里 南条ジュニア （富山県）

③ 岡田 恭佳 中島ジュニア （石川県） ② 安田 美咲 寺井ジュニア （石川県）

2 0 ③ 播摩 朋奈 中島ジュニア （石川県）

① 加藤 環季 新神田ジュニア （石川県） ① 園田 もも 岐阜市Jr. （岐阜県）

② 渋谷 碧 オールエイジ （石川県） ②  綿谷 菜月  国府ジュニア  （石川県）

③ 堀井 七海 高岡ジュニア （富山県） ③ 堀田 結菜 上市バド （富山県）

① 北島 咲耶 小松ジュニア （石川県） ① 向井 陽菜 新神田ジュニア （石川県）

② 田辺 音羽 武生ジュニア （福井県） ② 荒谷 菜摘 南条ジュニア （富山県）

③ 長田 美結 津幡ジュニア （石川県） 1 2 ③ 町駒 みのり かしま （石川県）

① 澤田 晴 下庄バドキッズ （福井県） ① 村上 葵 今立ｽﾎﾟ少 （福井県）

② 今村 未空 おしのジュニア （石川県） ② 荒川 藍里 オールエイジ （石川県）

③ 田中 美羽 金沢崎浦Wings （石川県） ③ 多崎 千帆 大徳ジュニア （石川県）
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６年女子

① 吉浦 愛花 大徳ジュニア （石川県） ① 釜谷 知佳 金沢崎浦Wings (石川県）

② 平井 茉優花 武生西スポ少 (福井県) ② 田中 悠貴 イーストキッズ （福井県）

③  大后 ほのか  上市バド    (富山県) ③ 森田 菜月 内灘ジュニア （石川県）

① 中出 あみ 小松ジュニア （石川県）

② 水上 京香 中島ジュニア (石川県）

2 ③  黒木悠華  オールエイジ  (石川県）

2

① 岩下 美紅 湊ジュニア (石川県） ① 井上 綾華 J.cats (石川県）

② 玉川 愛実 武生ジュニア （福井県） ② 田中 佑佳 宝永ジュニア （福井県）

③ 安達 亜矢 新神田ジュニア （石川県） ③ 木林 千耀 高岡ジュニア （富山県）

① 河田 晴香 金沢ジュニア (石川県） ① 久次 加乃 野々市ジュニア (石川県)

② 坪内 映里南 YK2 （福井県） ② 三石 くるみ 南木曽ジュニア （長野県）

③ 吉田 郷乃 J.cats (石川県） ③ 山口 佳乃 ＯＫジュニア （石川県）

2 1

① 水上 舞乃 武生西スポ少 (福井県) ① 山田 藍夏 精華 （岐阜県）

② 竹内 千智 野々市ジュニア (石川県) ② 寺中 青空 松任ジュニア （石川県）

③ 北 亜依子 おしのジュニア （石川県） ③ 川畑 美月 YK2 （福井県）

① 谷口 未璃唯 松任ジュニア （石川県） ① 番匠 未来 内灘ジュニア （石川県）

②  和田 実菜代  南木曽ジュニア  （長野県） ② 坂井 唯莉 武生ジュニア （福井県）

③ 吉村 優香 下庄バドキッズ （福井県） ③ 高松 楓佳 おしのジュニア （石川県）

① 中田 雛 小松ジュニア （石川県） 0 1 ① 津田 ひかる 寺井ジュニア (石川県）

② 松田 美澄 イーストキッズ （福井県） ② 武内 綾音 武生西スポ少 (福井県)

③ 桑坪 彩衣 Kojima B C （岐阜県） ③ 林  祐衣 加賀市ジュニア (石川県）

① 井村 若菜 新神田ジュニア （石川県） ① 山岸 美月 今立ｽﾎﾟ少 （福井県）

②  伴場 美夏  国府ジュニア  （石川県） ② 山口 夏歩 新神田ジュニア （石川県）

③ 齋藤 未希 武生ジュニア （福井県） 2 0 ③ 尾島 真梨愛 上市バド   (富山県)

① 宇賀田 雛帆 直江津JBC （新潟県） ① 池上 真琴 J.cats (石川県）

② 小村 実優 津幡ジュニア （石川県） ② 谷一 菜緒 中島ジュニア (石川県）

③ 山元 千聖 高岡ジュニア （富山県） ③ 高本 彩聖 横田ジュニア （富山県）

① 染川遥 オールエイジ (石川県） ① 向野 柊佑 野々市ジュニア (石川県)

② 福井 妃織 武生西スポ少 (福井県) ② 木水 明花 武生西スポ少 (福井県)

③ 上田 麻紘 寺井ジュニア (石川県） 2 1 ③ 吉江 咲耶 おしのジュニア （石川県）

① 吉嶋 七菜 金沢ジュニア (石川県） ① 松岡 胡琳 松任ジュニア （石川県）

② 松本 愛望 上市バド   (富山県) ②  中川 雅子  南砺市協会  （富山県）

③ 名田 有沙 YK2 （福井県） ③ 竹腰 結衣 岐阜市Jr. （岐阜県）

① 中 悠花 横田ジュニア （富山県） ① 関屋 伊織 大徳ジュニア （石川県）

② 西藤 実悠 イーストキッズ （福井県） ② 山野 楓 国府ジュニア （石川県）

③ 渡辺 夏涼 内灘ジュニア （石川県） ③ 本田 樹乃 宝永ジュニア （福井県）

0 2

① 鍜冶 帆伽 湊ジュニア (石川県） ① 前 琴美 中島ジュニア (石川県）

② 中島 歩美 松任ジュニア （石川県） ② 竹内 莉子 イーストキッズ （福井県）

③ 可知 穂菜美 岐阜市Jr. （岐阜県） ③ 木村 美咲 津幡ジュニア （石川県）

① 青木 天珠 南木曽ジュニア （長野県） ① 干場 琉梨 新神田ジュニア （石川県）

② 金森 瑛 宝永ジュニア （福井県） ② 竹本 晴來 武生ジュニア （福井県）

③ 植木 まりあ おしのジュニア （石川県） ③ 山尾 遥奈 金沢ジュニア (石川県）

0 2

① 中出 早耶 川原ジュニア （富山県） ① 中出 萌雅 小松ジュニア （石川県）

② 田辺 菫 武生ジュニア （福井県） ② 島倉 由衣 上市バド   (富山県)

③ 荒川 愛美 加賀市ジュニア (石川県） ③ 川崎 奈津希 能登町ジュニア （石川県）

① 林 伽音 今立ｽﾎﾟ少 （福井県） ① 西田 美月 湊ジュニア (石川県）

② 稲垣 光姫 野々市ジュニア (石川県) ② 用田 遥花 武生西スポ少 (福井県)

③ 中橋 奈智 中島ジュニア (石川県） ③  大垣 友南  リベンジ  (栃木県)
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