
第13回全国小学生バドミントン選手権大会 2005.01.04-08 名古屋市(中村SC・東SC)

種　目 優　勝 準優勝 三　位 五　位

男子団体 福岡県 香川県 石川県 愛知県 埼玉県 南北海道 大阪府 熊本県

女子団体 愛知県 鹿児島県 滋賀県 宮城県 千葉県 岐阜県 奈良県 東京都

男子単
４年生以下

井上 拓人 藤野 琢人 河崎 駿輔 松居 圭一郎 桃田 賢斗 三浦 光将 金子 祐樹 福田 卓郎

(佐賀) (神奈川) (滋賀) (石川) (香川) (青森) (埼玉) (岡山)

男子単
５年生以下

佐々木 崇 豊島 大地 大森 悠馬 古賀 輝 神田 遼 飛高 健太郎 森田 浩平 近藤 拓未

(大阪) (鹿児島) (東京) (福岡) (石川) (山口) (福岡) (新潟)

男子単
６年生以下

竹内 宏気 堀内 研人 和田 治久 木村 健太朗 藤田 康史 南 淳也 藤田 悠佑 美波 直岐

(大阪) (埼玉) (埼玉) (香川) (愛知) (石川) (宮崎) (奈良)

男子複
４年生以下

具志堅 興祐 藤 慶行 成富 勇太 小川 光明 牧畠 秀樹 大江 直人 浅野 右京 佐伯 研介

上原 仁維斗 藤 正博 山崎 諒介 増田 康平 丸山 諒一郎 畠山 工 佐藤 満確 畠中 重義

(沖縄) (福岡) (福岡) (東京) (石川) (香川) (北海道) (北海道)

男子複
５年生以下

森元 大祐 林 昴宏 佐々木 健斗 中村 和広 清本 樹 下河 勇雅 斉藤 太一 渡部 克栄

石黒 貴司 間瀬 亮介 河合 勇飛 谷本 真人 小川 祐輔 木村 大二朗 佐藤 俊介 東 凌輔

(奈良) (愛知) (大阪) (広島) (北海道) (香川) (千葉) (愛媛)

男子複
６年生以下

藤井 佑介 大塚 悟司 山口 勇気 吉岡 知浩 竹内 義憲 畑本 康貴 草彅 逸斗 鈴木 大貴

住友 聡 東久保 貴 山本 茂人 川上 甚 渡部 茂太 小沢 拓 吉原 康司 広瀬 功樹

(北海道) (福岡) (愛知) (福岡) (埼玉) (北海道) (北海道) (福井)

女子単
４年生以下

名田 千晶 柏原 奈弥 板垣 春花 牧野 怜奈 柳 郁美 今林 里沙 大堀 優 峰 郁美

(大阪) (埼玉) (新潟) (北海道) (千葉) (鹿児島) (福島) (愛知)

女子単
５年生以下

伊藤 里菜 福永 彩 高瀬 秀穂 村瀬 真祐 森山ゆいか 藤野 未紗子 木村 友都 飯高 沙彩

(北海道) (大分) (千葉) (福井) (愛知) (岐阜) (滋賀) (埼玉)

女子単
６年生以下

浦谷 夏未 田中 志穂 高橋 沙也加 河村 美咲 城口 優里花 古西 佳那子 中村 梨沙 末松 美聡

(滋賀) (熊本) (奈良) (山口) (愛知) (富山) (埼玉) (北海道)

女子複
４年生以下

角田 英里 林 望美 笹川 美彩子 吉野 里彩 下鍵 広 渡辺 あかね 原田 なつみ 小川 由香

鳥居 彩乃 藤川 美寿季 杉本 彩華 小坂 美怜 中村 真瑠美 六倉 密 大幡 晴佳 西川 菜月

(千葉) (岐阜) (鹿児島) (富山) (奈良) (埼玉) (栃木) (愛知)

女子複
５年生以下

篠谷 菜留 鈴木 萌 佐藤 加奈 佐々木 優実 俣野 愛美 國安 涼可 榎本 優美 高松 美峰

斉藤 優菜 川岸 由布子 森川 聖良 千葉 雪乃 菅 由里子 山本 桜子 石橋 千笑美 法師人 麻里

(愛知) (北海道) (大分) (北海道) (千葉) (徳島) (千葉) (栃木)

女子複
６年生以下

篠田 未来 市丸 美里 峰 歩美 今野 あゆみ 平野 華梨 山本 由里耶 中村 ゆり絵 伊藤 友香

安野 仁美 上田 ちなつ 与猶 くるみ 佐藤 深雪 中谷 容子 荒川 実南 牧之瀬 絵里 石﨑 智絵理

(群馬) (佐賀) (愛知) (宮城) (富山) (奈良) (鹿児島) (新潟)


	成績一覧表

