
第14回全国小学生バドミントン選手権大会 2005.12.23-26 奈良県(大和郡山市総合公園多目的体育館・奈良市中央体育館)

種　目 優　勝 準優勝 三　位 五　位

男子団体 大阪府 東京都 南北海道 埼玉県 福岡県 熊本県 福井県 佐賀県

女子団体 千葉県 熊本県 愛知県 東京都 神奈川県 富山県 佐賀県 兵庫県

男子単
４年生以下

木村 大二朗 古賀 穂 山角 太佑 中里 裕貴 藤 慶行 三島 優 山村 祐樹 森田 慎司

(中央スポ少) (岡垣ジュニア) (高松ジュニア) (宇都宮ダッシングクラブ) (ＳＳスポーツ) (子川クラブ) (婦中ジュニア) (飛鳥ジュニア)

男子単
５年生以下

金子 祐樹 桃田 賢斗 井上 拓斗 福田 卓郎 松居圭一郎 藤野 琢人 三浦 光將 河崎 駿輔
(出羽バドミンタンクラブ) (吉津クラブ) (玄海ジュニア) (永井ＢＣ) (大徳ジュニア) (ジュニアＢｉｒｄｓ) (常盤ジュニア) (坂本倶楽部)

男子単
６年生以下

大森 悠馬 佐々木 崇 豊島 大地 古賀 輝 近藤 拓未 小坂 一貴 中山 祐希 櫻井 恵介

(小平ジュニア) (瓜破西ＳＳＣ) (吉野スポ少) (岡垣ジュニア) (佐渡オールアタック) (若松子供会) (出羽バドミンタンクラブ) (守谷ｗｉｔｈスポ少)

男子複
４年生以下

松本 康平 植木 祐太 中島 未公 上原 正太 目野 暁大 前田 賢史朗 上野 貴弘 米田 耕司

下農 走 手塚 大輔 平井 貴大 西平 賢矢 馬場 湧生 青山 駿平 上山 竜之介 松本 多聞

(瓜破西ＳＳＣ) (横浜白山スポ少) (婦中ジュニア) (糸満ジュニア) (古賀ジュニア) (足羽ジュニア) (益子ジュニア) (松戸六実ジュニア)

男子複
５年生以下

具志堅 興祐 竹田 直高 牧畠 秀樹 浅野 右京 駒井 砂竜 大屋 季生 米持 雄貴 村瀬 夢之介

上原 仁維斗 藤澤 智司 丸山 諒一郎 佐藤 満確 羅津 勝太 玉城 一星 山崎 諒介 高野 陽介

(西原シャトル) (ウイスタリアジュニア) (中央ジュニア) (東光少年団) (豊浦ファイターズ) (糸満ジュニア) (八幡西ジュニア) (ウイスタリアジュニア)

男子複
６年生以下

佐々木 健斗 清本 樹 林 昴宏 斉藤 太一 濱崎 元輝 森元 大祐 村井 拓朗 中村 和広

河合 勇飛 松谷 龍之介 間瀬 亮介 佐藤 俊介 森田 浩平 石黒 貴司 甲谷 望 谷本 真人

(瓜破西ＳＳＣ) (ＴｅａｍＯＫＡＢＥ) (大府ジュニア) (市川ジュニア) (岡垣ジュニア) (橿原ジュニア) (八郎潟レイクジュニア) (広島安佐)

女子単
４年生以下

加藤 美幸 芹澤 妃那子 松岡 英美 鳴海 愛結果 小川 由香 松田 蒼 山口 茜 疋田 真美
(ＴＯＹＯ体協ＢＣ) (御殿場ジュニア) (シャトルハウス) (塩竃ジュニア) (大府ジュニア) (吹田ジュニアコンドル) (勝山南部ジュニア) (鴻池中央スポ少)

女子単
５年生以下

鳥居 彩乃 柳 郁美 柏原 奈弥 名田 千晶 奥原 希望 牧野 怜奈 小見山 彩 今林 里沙
(柏南部ジュニア) (α野田ジュニア) (出羽バドミンタンクラブ) (吹田ジュニアコンドル) (大町キッズ) (東光少年団) (ミッキーズ) (伊敷台小学校)

女子単
６年生以下

高瀬 秀穂 伊藤 里菜 福永 彩 村瀬 真祐 久保 汐莉那 川崎 実奈子 木村 友都 森山 ゆいか
(α野田ジュニア) (愛宕東小学校) (東大分ジュニア) (武生ジュニア) (周南ジュニア) (鴻池中央スポ少) (坂本倶楽部) (大府ジュニア)

女子複
４年生以下

西尾 千空 星 千智 中西 理緒 塚本あゆみ 森 瑞希 小松田 莉菜 多田 百花 大野 瞳

櫻本 絢子 吉森 朱里 中村 恭子 石澤 未夢 山岸 麻生 高田 結衣 林 瑞希 西坂 はるな
(海老津ジュニア) (松任ジュニア) (小俣町スポ少) (大同ジュニア) (サザンウィングス) (大垣安井ＢＳＳ) (花園ジュニア) (満石ジュニア)

女子複
５年生以下

渡辺 あかね 原田 なつみ 吉野 里彩 林 望美 杉本 彩華 大塚 蛍 我妻 美沙紀 平野 利江子

六倉 密 大幡 晴佳 小坂 美怜 藤川 美寿季 笹川 美彩子 宮園 このみ 本間 千秋 中西 優子
(出羽バドミンタンクラブ) (益子ジュニア) (婦中ジュニア) (大垣北ＢＳＳ) (皇徳寺スポ少) (武生ジュニア) (塩竃ジュニア) (香川スクール)

女子複
６年生以下

堂山 友里愛 佐々木 優実 斉藤 美紀 佐野 百花 鈴木 萌 斉藤 優菜 井上 朋美 俣野 愛実

藤原 沙也加 千葉 雪乃 関根 由美花 山口 ソヨカ 川岸 由布子 浜島 優美 山本 鞠花 菅 由里子

(岡垣ジュニア) (嵐山小学校) (出羽バドミンタンクラブ) (富山和合クラブ) (北光少年団) (大府ジュニア) (満石ジュニア) (柏南部ジュニア)


	成績一覧表

