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注　意　事　項

1.  本大会は、令和２年度(公財)日本バドミントン協会競技規則、並びに大会運営規程及び公認審判員規程

　　　　　により試合を行います。

2.  競技中の服装は、大会要項１６に基づく服装とします。

3.  試合のコールをされた時には、各自でコートインして下さい。尚、タイムテーブルは変更される事が

 　 　　ありますので、放送には十分注意して下さい。

4.  主審及び線審は本部で行います。

5.  監督またはコーチは、コートサイドの指定された席に着くようにして下さい。

6.  コーチ等によるアドバイスは、競技規則に違反しないように行って下さい。

　　　　尚、服装にも注意をして下さい。

7.  連続して試合を行う場合は、試合終了後１０分以上の休息をとって次の試合を開始します。

8.  各種目とも３位決定戦を行います。

9.  試合中の飲み物については、倒れてもこぼれない容器に限り認めますので、コートサイド（主審側）

　　　　に各自のバッグ等に入れ保管して下さい。

10.  試合前の練習については、事前に練習時間をとっていますので認めません。

11. 競技中、万一事故が発生した場合は、監督・コーチ等は主審の許可を得てからコートに入って下さい。

12. 競技中の負傷は応急処置のみで、大会本部はその責任を負いません。

一 般 上 の 注 意 事 項

1.  各自の持ち物は各自で責任を持って保管して下さい。万一、紛失・盗難にあっても大会本部は責任を

　　　　　負いません。

2.  体育館内は禁煙となっております。指定の喫煙所をご利用下さい。

3.   試合の観戦は２階席の決められた席でお願いします。また、試合中のフラッシュ撮影は禁止します。

　　　　　御協力をお願いします。

4.   通路・ロビー等でのラケットを使った練習は、一切禁止とします。

5.   昼食時間は特にもうけません。またゴミ等は各自で持ち帰って下さい。尚、お弁当を大会本部で注文

　　　 　された団体は業者が回収に来ますので、指定された場所に置いて下さい。

　 　　　使用後の清掃についてご協力をお願いします。

6.   閉会式は行いませんので入賞者はそれぞれ賞状及びトロフィーを本部で受け取った後解散して下さい。



１　主　　　催　　四国小学生バドミントン連盟

２　主　　　管　　徳島県小学生バドミントン連盟

３　特別協賛　　ヨネックス株式会社

４　日　　　時　　令和２年１０月１０日（土）午前９時　（午前８時開場）

５　会　　　場　　鳴門アミノバリューホール　

（TEL ０８８－６８５－３１３１）

６　種　　　目　　 男女シングルス 　６年生以下　　男女ダブルス　６年生以下

　　　　　　　５年生以下　　 　　　　　　　　　５年生以下

　　　　　　　４年生以下　　　　　 　　　　　　４年生以下

７　競技規則　　令和２年度（公財）日本バドミントン協会競技規則・同大会運営規程・

　　　同公認審判員規程による。

８　競技方法　　各種目ともトーナメント戦とし、３位決定戦を行う。

９　使用器具　　①　令和２年度(公財)日本バドミントン協会検定合格水鳥球を使用する。

　　　　　　　　　　②　令和２年度(公財)日本バドミントン協会検定審査合格用器具を使用する。

10　参加資格　　四国各県内の小学生で、令和２年度日本バドミントン協会及び日本小学生

　　　　　　　　　 　バドミントン連盟に登録済みの者。　　　　　　　　　

11　参加制限　　①　各種目ともシングルス４名・ダブルス４組とする。

　　　　　　　　　　　　　（但し、各種目で参加定数に満たない時は開催県補充する。）

　　　　　　　　　 　②　１人１種目のみの出場とする。

　　　　　　　 　　　③　ダブルスは同一クラブで構成したペアであること。

12　参 加 料　　一人につき２，０００円

13  申込方法　　各県で予選結果を取りまとめ、所定の参加申込書に必要事項を記入の上、

　　　 下記までメールにて送付してください。

　　　　　　　　　〒７７３－００２３　　徳島県小松島市坂野町目佐２３番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳島県小学生バドミントン連盟　事務局　 加藤　真人

TEL　０９０－８９７２－４４３１

E-mail　tssbad28@gmail.com 

14　参加料振込先 阿波銀行　助任橋支店　普通1213830

名義　徳島県小学生バドミントン連盟　会計　川内　理恵

15　申込締切日　　令和２年９月２２日（火曜日）必着のこと。

16　表　　彰　　　　各種目第３位までを表彰する。

17　そ の 他　　①　試合時の着衣については、（公財）日本バドミントン協会審査合格品とする。

　　　　　　　　　　　　背面には、県名と個人名を表示したゼッケンを着用すること。（下記参照）

なお、文字列の大きさは(公財)日本バドミントン協会大会運営規程第24条を適用

する（高さ6cm～10cm）が、本大会は日本小学生バドミントン連盟「ユニホーム

に係る広告(ロゴ)スポンサー名等について(平成21年8月15日)」によるもの

とする。

　　②　チーム名・マークについては、袖及び胸のいずれかに

　　　　５０平方センチメートル以内のものを付けることを認める。

第２９回四国小学生バドミントン選手権大会開催要項

徳 島 ※ 大きさは、縦１５～２０ｃｍ・横２５㎝とす

（※プリントも可とするが、所定の範囲内とす



◉入場の際

　試合出場者、出場者の保護者、指導者(各チーム申込済みの４人まで) 、運営員、

　審判員のみ入場可とします。

　選手１名につき、入場できる保護者はできる限り１名のみとさせていただきます。

試合に出場する選手以外の児童（未就学児含む）の来場はできる限り控えて下さい。

県別に入場時間を決め間隔をあけて入場していただきます。（資料１）

入場時に検温、アルコールによる手指消毒を行います。検温の結果３７．５℃を

超えている場合は入場できません。

入場時に体調管理チェックシート（事前に作成お願いします）を提出して頂きます。

　入場後は県別に決められた観覧席（資料２）へ着席、待機して下さい。応援の際も

　決められた席でお願いします。

　入場した全てのスタッフ、審判、指導者、保護者、選手はマスクを常時着用願います。

　（プレー中の選手を除く）

◉大会運営

　アリーナに集合しての開会式は行いません。観客席に着席しての式となります。

入退場口を決め、常時開放しておきます。それ以外からの入退場は禁止とします。また、

入退場口にアルコール消毒液を備え付けてありますので、入退場の際には手指消毒を

お願いします。

待機席は設けません。県別に決められた観覧席（資料２）で待機して下さい。

　コールされたら速やかにアリーナへ入場し、各自でコートに入って下さい。

　試合前にはコートに備えてあるアルコールで手指消毒をして下さい(主審・コーチ・選手)。

　試合前の握手はしせん。トスも離れて行って下さい。

　試合中の応援は県別に決められた観覧席（資料２）に着席しての拍手のみとします。

　声を出しての応援は禁止とします。

１時間毎に１回の換気（５分間）を行ないます。

　自身の試合終了後は体育館に残らず、速やかに退館して下さい。

　新型コロナウイルスの感染拡大を防止する為、日本バドミントン協会による大会開催に関
するガイドラインが作成されました。四国小学生バドミントン連盟の大会開催においても、
このガイドラインに沿って行いたいと思います。以下の内容についてご理解とご協力をお願
い致します。

第２９回四国小学生バドミントン選手権大会参加について





６年生以下男子シングルス

松本 蓮音 (朝倉ﾜｰｸJr.[高知県]） 國田 脩造 (西条JBC[愛媛県]）

1 5

森上 弘群 (北島Bambi[徳島県]） 鈴木 了太 (太田[香川県]）

9 11

古庄 莉庵 (古高松[香川県]） 久田 涼太 (小松島ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]）

2 6

鎌田 大志 (三芳ｽﾋﾟﾘｯﾂ[愛媛県]） 三谷 遥士 (朝倉ﾜｰｸJr.[高知県]）

13 14

岩佐 悠希 (木太南[香川県]） 15 両德 浩範 (八万ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]）

3 7

井上 翔稀 (神郷JBC[愛媛県]） 今村 駿文 (鏡SK[高知県]）

10 12

松村 昴紀 (たまひよじゅにあ[高知県]） 髙橋 正樹 (北条ｼﾞｭﾆｱ[愛媛県]）

4 8

髙島  地弘 (林崎ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]） 宮﨑 央輔 (三豊[香川県]）

16

５年生以下男子シングルス

田阪 春馬 (ﾌｭｰﾁｬｰ[香川県]） 大野 愛斗 (久万ｱﾄﾑｽﾞ[愛媛県]）

1 5

川内 俊輝 (内町ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]） 西森 藍翔 (たまひよじゅにあ[高知県]）

9 11

宇賀 未来哉 (天王ｼﾞｭﾆｱ[高知県]） 山下 立結 (八万ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]）

2 6

日田 崚介 (中萩JBC[愛媛県]） 中川 怜雄 (香川ｽｸｰﾙ[香川県]）

13 14

小山 佳名太 (ｽｶｲﾌﾞﾙｰ[高知県]） 15 古川 開司 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ[徳島県]）

3 7

中田 央羽 (B&GﾊﾞﾄﾞS[愛媛県]） 赤澤 武朗 (ﾌｭｰﾁｬｰ[香川県]）

10

(たまひよじゅにあ[高知県]）

16

12

藤原 光煌 (木太南[香川県]） 髙橋 翔 (西条JBC[愛媛県]）

4 8

蔭山 翔生 (助任ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]） 橋村 六駈



４年生以下男子シングルス

榎本 熙斗 (古高松[香川県]） 篠原 康輔 (中萩JBC[愛媛県]）

1 5

伊勢   新 (林崎ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]） 伊藤 有玖 (たまひよじゅにあ[高知県]）

9 11

宇賀 望空斗 (天王ｼﾞｭﾆｱ[高知県]） 中本 理翔 (八万ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]）

2 6

田坂 颯汰 (神郷JBC[愛媛県]） 齋藤 達輝 (木太南[香川県]）

13 14

假屋 眞彦 (たまひよじゅにあ[高知県]） 15 舛田 武琉 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ[徳島県]）

3 7

西本 光馬 (余土ｶﾌﾞｽ[愛媛県]） 友岡 祐成 (香川ｽｸｰﾙ[香川県]）

10 12

黒石 翔介 (志度[香川県]） 鎌田 悠生 (三芳ｽﾋﾟﾘｯﾂ[愛媛県]）

4 8

青木 喜 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ[徳島県]） 佐藤 翔杜 (ｽｶｲﾌﾞﾙｰ[高知県]）

16

６年生以女子下シングルス

山岡 千莉 (太田[香川県]） 川端 愛生 (北条ｼﾞｭﾆｱ[愛媛県]）

1 5

松浦 こはる (小松島ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]） 濵野 未唯奈 (春野ｼﾞｭﾆｱ[高知県]）

9 11

安田 有純 (清水BJC[高知県]） 久次米 偲 (八万ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]）

2 6

橋田 七海 (今治吹揚JBS[愛媛県]） 間島 ちひろ (木太南[香川県]）

13 14

大平 彩詠 (朝倉ﾜｰｸJr.[高知県]） 15 石田 萌花 (小松島ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]）

3 7

渡部 夢菜 (TOBEｸﾚ[愛媛県]） 小村 舞空 (ﾊｰﾄ[香川県]）

10

(たまひよじゅにあ[高知県]）

16

12

細井 優珠 (ばど村jr[香川県]） 千田 愛味 (西条JBC[愛媛県]）

4 8

赤澤  凜虹 (林崎ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]） 假屋 美羽



５年生以下女子シングルス

西山 心音 (木太南[香川県]） 芝 結衣 (宇和JBC[愛媛県]）

1 5

木内 來菜 (内町ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]） 濵口 梨緒 (春野ｼﾞｭﾆｱ[高知県]）

9 11

橋詰 百花 (たまひよじゅにあ[高知県]） 河内 美梨亜 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ[徳島県]）

2 6

和泉 優花 (今治吹揚JBS[愛媛県]） 石原 芽依 (鬼無[香川県]）

13 14

田中 千智 (横内JBC[高知県]） 15 中田 実里 (内町ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]）

3 7

瀧本 蛍 (大生院JBC[愛媛県]） 冨野 楓 (太田[香川県]）

10 12

能登 郁花 (ﾊｰﾄ[香川県]） 酒井 愛佳 (川内JBC[愛媛県]）

4 8

久保 愛実 (八万ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]） 竹内 希優 (たまひよじゅにあ[高知県]）

16

４年生以下女子シングルス

物部 幸 (古高松[香川県]） 水野 璃美 (T Union[愛媛県]）

1 5

岩田 萌楓 (内町ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]） 川村 萌寧 (清水BJC[高知県]）

9 11

久保 夏彩 (たまひよじゅにあ[高知県]） 丸岡 夢路 (小松島ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]）

2 6

増本 さわ (東雲BSS[愛媛県]） 伏石 美優 (古高松[香川県]）

13 14

三好 萌生 (春野ｼﾞｭﾆｱ[高知県]） 15 堤 杏 (助任ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]）

3 7

竹林 愛乃 (大生院JBC[愛媛県]） 田阪 心果 (ﾌｭｰﾁｬｰ[香川県]）

10

(朝倉ﾜｰｸJr.[高知県]）

16

12

平田 瑞歩 (古高松[香川県]） 檜垣 亜胡 (中萩JBC[愛媛県]）

4 8

小泉 朋葵 (福島ﾗﾋﾞｯﾄ[徳島県]） 松本 楓音



藤川 煌士 古川 鉄生
今川 勇 鎌倉 大登

杉本 波人 八木 亮汰

廣瀬 龍人 仲渡 悠真

林 力丸 田中 秀和
西岡 聡真 大町 宗士

四宮 怜詩 豊口 颯大
曽我井 颯斗 清水 翼

林 龍之介 二川 卓也
粟田 琉心 中澤 尚汰

濵口 輝 藤谷 旺都
和田 脩矢 佐々木 駿

木下 寿哉 増田 啓志

谷川 蒼空 門城 夏樹

上田 絢二朗 福本 桜輝
板谷 隆星 清水 悠希

中島 暖人
南 敦斗 上田 兼誠

吉川 優世 矢野 快音

大谷 宙 田中 僚一郎

鈴木 大誠 高島 成史

安藤 大空 上田井 星空

下元 慶次 青木 楽

兵等 大希 伊賀 悠人

髙岡 蓮 大浦 健
平家 康太郎 久保 隼斗

小西 遥陽 甫坂 優斗

真鍋 弘也 松本 悠

林 知憲 久保 勇輝
小早川 結斗 髙橋 遼眞

吉田 壮汰 高橋 大雅
上田井 輝空

６年生以下男子ダブルス

(国分寺[香川県]） (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ[徳島県]）

1 5

(屋島[香川県]） (B&GﾊﾞﾄﾞS[愛媛県]）

9 11

(東雲BSS[愛媛県]） (古高松[香川県]）

2 6

(北島Bambi[徳島県]） (香川ｽｸｰﾙ[香川県]）

13 14

(東雲BSS[愛媛県]） 15

５年生以下男子ダブルス

(香川ｽｸｰﾙ[香川県]）

3 7

(富田ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]） (ﾌｭｰﾁｬｰ[香川県]）

10 12

(香川ｽｸｰﾙ[香川県]） (福島ﾗﾋﾞｯﾄ[徳島県]）

4 8

(古高松[香川県]） (新小JBC[愛媛県]）

16

(中央[香川県]）

1 (春野ｼﾞｭﾆｱ[高知県]）

(内町ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]） 5

8 (角野JBC[愛媛県]）

(角野JBC[愛媛県]） 10

2 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ[徳島県]）

(たまひよじゅにあ[高知県]） 6

12 (綾川[香川県]）

(東雲BSS[愛媛県]） 14 13

3

15

(八万ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]）

(中萩JBC[愛媛県]） 7

9 (香川ｽｸｰﾙ[香川県]）

(丸亀南[香川県]） 11

4 (T Union[愛媛県]）

(藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ[徳島県]）



田中 悠琉
土居 琉聖 竹村 元希

松木 絢翔 竹村 侑真

竹林 壮 髙橋 樹生

大野 駆琉 江戸 梓月

渡部 竜迅 北野 斗真

橋詰 大輝 北野 理月

横山 咲 越智 健晴

高市 郁成 越智 康晴

中島 悠希 四宮 琉聖

佐野 叶和 林 秋光

髙岡 志苑 安藤 優生

越智 諒人 詫間 陽斗

田中 颯真 門田 虎太朗

西 奏祐 冨岡 樹

行部 有航

曽我部 柚羽 川窪 里衣彩

篠原 多輝 中島 愛奈

松本 愛依梨 藤澤 璃果
麻植 聖菜 岡田 侑子

小西 杏 藤澤 璃奈
細井 優花 後藤 姫奈

江藤 万桜 山本 美優
長崎 宏香 松本 奈々

串田 愛紗 猪俣 めぐる

大久保 咲良 川田 鈴菜

増岡 芽琉 岡田 咲那
宮﨑 日和 三﨑 未藍

伊藤 捺未 長尾 妃音
片上 紗来 長尾 桃花

林 さら 石丸 柚
德元 野乃花 田中 美沙希

４年生以下男子ダブルス

(香川ｽｸｰﾙ[香川県]）

1 (ｽｶｲﾌﾞﾙｰ[高知県]）

(大生院JBC[愛媛県]） 5

8 (北条ｼﾞｭﾆｱ[愛媛県]）

(久万ｱﾄﾑｽﾞ[愛媛県]） 10

2 (藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ[徳島県]）

(ｽｶｲﾌﾞﾙｰ[高知県]） 6

12 (綾川[香川県]）

(TOBEｸﾚ[愛媛県]） 14 13

3 (北島Bambi[徳島県]）

(東雲BSS[愛媛県]） 7

9 (綾川[香川県]）

(木太南[香川県]） 11

4 (東雲BSS[愛媛県]）

(富田ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]）

15

６年生以女子下ダブルス

(中萩JBC[愛媛県]） (春野ｼﾞｭﾆｱ[高知県]）

1 5

(富田ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]） (ﾌｭｰﾁｬｰ[香川県]）

9 11

(新番丁[香川県]） (北島Bambi[徳島県]）

2 6

(朝倉ﾜｰｸJr.[高知県]） (宇和JBC[愛媛県]）

13 14

(弦打[香川県]） 15 (北島Bambi[徳島県]）

3 7

(清水BJC[高知県]） (T Union[愛媛県]）

10 12

(中萩JBC[愛媛県]）

16

(宿毛愛好会[高知県]）

4 8

(北島Bambi[徳島県]） (香川ｽｸｰﾙ[香川県]）



藤本 香穂 長岡 杏
笠井 聖來 長岡 里奈

吉田 遥 白石 桃菜
奥野 ましろ 佐野 優和

難波江 つぐみ 宮田  あおい

髙橋 明日純 木内  瑞希

中澤 里穂 安倍 萌愛
青木 実咲 澤地 優奈

瓜田 千奈美 林 美幸
國田 真央 中山 和音

市川 夏菜生 井口 京花
山本 結花 安田 華奈

村瀬 彩花 谷本 愛友奈

板東 玲奈 山下 留奈

久次米 凛音 菅 星凛
川内 友葵 近藤 優羽

宗光 葉奈 田中 心智
大山 萌花 松田 風花

古林 さやか 田中 佑依
川端 唯衣花 田中 佑奈

福田 希乃花 曽根 藍佳
苅田 苺衣 庄野 華央

板岡 來京 谷本 眞菜
吉井 彩乃 水本 穂菜美

鍵山 碧月 西山 朋伽
芝 里依咲 宮田 しおり

濱田 夢来 石丸 小夏
西森 葵彩 内田 一華

細井 愛珠 上総 新怜
小野坂 蕗 大石 実桜

井内 佑美 久門 莉穂
堤 凜 渡部 佑由葉

５年生以下女子ダブルス

(志度[香川県]） (宿毛愛好会[高知県]）

1 5

(内町ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]） (東雲BSS[愛媛県]）

9 11

(角野JBC[愛媛県]） (富田ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]）

2 6

(旭東BSS[高知県]） (白鳥[香川県]）

13 14

(西条JBC[愛媛県]） 15

４年生以下女子ダブルス

(藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ[徳島県]）

3 7

(春野ｼﾞｭﾆｱ[高知県]） (中央[香川県]）

10 12

(香川ｽｸｰﾙ[香川県]） (香川ｽｸｰﾙ[香川県]）

4 8

(藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ[徳島県]） (T Union[愛媛県]）

16

(香川ｽｸｰﾙ[香川県]） (横内JBC[高知県]）

1 5

(藍住ｴﾝｼﾞｪﾙ[徳島県]） (角野JBC[愛媛県]）

9 11

(神郷JBC[愛媛県]） (富田ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]）

2 6

(春野ｼﾞｭﾆｱ[高知県]） (綾川[香川県]）

13 14

(富田ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]）

(助任ｼﾞｭﾆｱ[徳島県]） (久万ｱﾄﾑｽﾞ[愛媛県]）

(香川ｽｸｰﾙ[香川県]）

(ｽｶｲﾌﾞﾙｰ[高知県]）

16

3 7
(たまひよじゅにあ[高知県]）

10 12

(ばど村[香川県]）

4 8

(大生院JBC[愛媛県]） 15



試合番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
09:30 6BD-1 6BD-2 6BD-3 6BD-4 6BD-5 6BD-6 6BD-7 6BD-8 6GD-1 6GD-2 6GD-3 6GD-4 6GD-5 6GD-6

藤川・今川 林・西岡 林・粟田 木下・谷川 古川・鎌倉 田中・大町 二川・中澤 増田・門城 曽我部・篠原 小西・細井 串田・大久保 伊藤・片上 川窪・中島 藤澤・後藤

(国分寺) (東雲ＢＳＳ) (東雲ＢＳＳ) (香川スクール) (藍住エンジェル) (古高松) (香川スクール) (福島ラビット) (中萩ＪＢＣ) (新番丁) (弦打) (中萩ＪＢＣ) (春野ジュニア) (北島Ｂａｍｂｉ)

杉本・廣瀬 四宮・曽我井 濵口・和田 上田・板谷 八木・仲渡 豊口・清水 藤谷・佐々木 福本・清水 松本・麻植 江藤・長崎 増岡・宮﨑 林・德元 藤澤・岡田 山本・松本

(屋島) (北島Ｂａｍｂｉ) (富田ジュニア) (古高松) (Ｂ＆ＧバドＳ) (香川スクール) (フューチャー) (新小ＪＢＣ) (富田ジュニア) (朝倉ワークＪｒ．) (清水ＢＪＣ) (北島Ｂａｍｂｉ) (フューチャー) (宇和ＪＢＣ)

試合番号 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
10:10 6GD-7 6GD-8 5BD-1 5BD-2 5BD-3 5BD-4 5BD-5 5BD-6 5BD-7 5GD-1 5GD-2 5GD-3 5GD-4 5GD-5

猪俣・川田 長尾・長尾 中島・南 鈴木・安藤 髙岡・平家 林・小早川 上田・矢野 上田井・青木 久保・甫坂 藤本・笠井 難波江・髙橋 瓜田・國田 村瀬・板東 長岡・長岡

(北島Ｂａｍｂｉ) (宿毛愛好会) (中央) (角野ＪＢＣ) (東雲ＢＳＳ) (丸亀南) (春野ジュニア) (藍住エンジェル) (八万ジュニア) (志度) (角野ＪＢＣ) (西条ＪＢＣ) (香川スクール) (宿毛愛好会)

岡田・三﨑 石丸・田中 吉川・大谷 下元・兵等 小西・真鍋 吉田・上田井 田中・高島 伊賀・大浦 松本・久保 吉田・奥野 中澤・青木 市川・山本 久次米・川内 白石・佐野

(ＴＵｎｉｏｎ) (香川スクール) (内町ジュニア) (たまひよじゅにあ) (中萩ＪＢＣ) (藍住エンジェル) (角野ＪＢＣ) (綾川) (香川スクール) (内町ジュニア) (旭東ＢＳＳ) (春野ジュニア) (藍住エンジェル) (東雲ＢＳＳ)

試合番号 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
10:50 5GD-6 5GD-7 5GD-8 4BD-1 4BD-2 4BD-3 4BD-4 4BD-5 4BD-6 4BD-7 4GD-1 4GD-2 4GD-3 4GD-4

宮田・木内 林・中山 谷本・山下 田中・土居 大野・渡部 高市・中島 越智・田中 竹村・竹村 北野・北野 四宮・林 宗光・大山 福田・苅田 鍵山・芝 細井・小野坂

(富田ジュニア) (藍住エンジェル) (香川スクール) (香川スクール) (久万アトムズ) (ＴＯＢＥクレ) (木太南) (スカイブルー) (藍住エンジェル) (北島Ｂａｍｂｉ) (香川スクール) (神郷ＪＢＣ) (大生院ＪＢＣ) (ばど村)
安倍・澤地 井口・安田 菅・近藤 松木・竹林 橋詰・横山 佐野・髙岡 西・行部 髙橋・江戸 越智・越智 安藤・詫間 古林・川端 板岡・吉井 濱田・西森 井内・堤

(白鳥) (中央) (ＴＵｎｉｏｎ) (大生院ＪＢＣ) (スカイブルー) (東雲ＢＳＳ) (富田ジュニア) (北条ジュニア) (綾川) (綾川) (藍住エンジェル) (春野ジュニア) (たまひよじゅにあ) (助任ジュニア)

試合番号 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
11:30 4GD-5 4GD-6 4GD-7 4GD-8 6BS-1 6BS-2 6BS-3 6BS-4 6BS-5 6BS-6 6BS-7 6BS-8 6GS-1 6GS-2

田中・松田 曽根・庄野 西山・宮田 上総・大石 松本蓮音 古庄莉庵 岩佐悠希 松村昴紀 國田脩造 久田涼太 両德浩範 髙橋正樹 山岡千莉 安田有純
(横内ＪＢＣ) (富田ジュニア) (富田ジュニア) (スカイブルー) (朝倉ワークＪｒ．) (古高松) (木太南) (たまひよじゅにあ) (西条ＪＢＣ) (小松島ジュニア) (八万ジュニア) (北条ジュニア) (太田) (清水ＢＪＣ)

田中・田中 谷本・水本 石丸・内田 久門・渡部 森上弘群 鎌田大志 井上翔稀 髙島地弘 鈴木了太 三谷遥士 今村駿文 宮﨑央輔 松浦こはる 橋田七海
(角野ＪＢＣ) (綾川) (香川スクール) (久万アトムズ) (北島Ｂａｍｂｉ) (三芳スピリッツ) (神郷ＪＢＣ) (林崎ジュニア) (太田) (朝倉ワークＪｒ．) (鏡ＳＫ) (三豊) (小松島ジュニア) (今治吹揚ＪＢＳ)

試合番号 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
12:10 6GS-3 6GS-4 6GS-5 6GS-6 6GS-7 6GS-8 5BS-1 5BS-2 5BS-3 5BS-4 5BS-5 5BS-6 5BS-7 5BS-8

大平彩詠 細井優珠 川端愛生 久次米偲 石田萌花 千田愛味 田阪春馬 宇賀未来哉 小山佳名太 藤原光煌 大野愛斗 山下立結 古川開司 髙橋翔
(朝倉ワークＪｒ．) (ばど村ｊｒ) (北条ジュニア) (八万ジュニア) (小松島ジュニア) (西条ＪＢＣ) (フューチャー) (天王ジュニア) (スカイブルー) (木太南) (久万アトムズ) (八万ジュニア) (藍住エンジェル) (西条ＪＢＣ)

渡部夢菜 赤澤凜虹 濵野未唯奈 間島ちひろ 小村舞空 假屋美羽 川内俊輝 日田崚介 中田央羽 蔭山翔生 西森藍翔 中川怜雄 赤澤武朗 橋村六駈
(ＴＯＢＥクレ) (林崎ジュニア) (春野ジュニア) (木太南) (ハート) (たまひよじゅにあ) (内町ジュニア) (中萩ＪＢＣ) (Ｂ＆ＧバドＳ) (助任ジュニア) (たまひよじゅにあ) (香川スクール) (フューチャー) (たまひよじゅにあ)

試合番号 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
12:50 5GS-1 5GS-2 5GS-3 5GS-4 5GS-5 5GS-6 5GS-7 5GS-8 4BS-1 4BS-2 4BS-3 4BS-4 4BS-5 4BS-6

西山心音 橋詰百花 田中千智 能登郁花 芝結衣 河内美梨亜 中田実里 酒井愛佳 榎本熙斗 宇賀望空斗 假屋眞彦 黒石翔介 篠原康輔 中本理翔

(木太南) (たまひよじゅにあ) (横内ＪＢＣ) (ハート) (宇和ＪＢＣ) (藍住エンジェル) (内町ジュニア) (川内ＪＢＣ) (古高松) (天王ジュニア) (たまひよじゅにあ) (志度) (中萩ＪＢＣ) (八万ジュニア)

木内來菜 和泉優花 瀧本蛍 久保愛実 濵口梨緒 石原芽依 冨野楓 竹内希優 伊勢新 田坂颯汰 西本光馬 青木喜 伊藤有玖 齋藤達輝
(内町ジュニア) (今治吹揚ＪＢＳ) (大生院ＪＢＣ) (八万ジュニア) (春野ジュニア) (鬼無) (太田) (たまひよじゅにあ) (林崎ジュニア) (神郷ＪＢＣ) (余土カブス) (藍住エンジェル) (たまひよじゅにあ) (木太南)

試合番号 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
13:30 4BS-7 4BS-8 4GS-1 4GS-2 4GS-3 4GS-4 4GS-5 4GS-6 4GS-7 4GS-8 6BD-9 6BD-10 6BD-11 6BD-12

舛田武琉 鎌田悠生 物部幸 久保夏彩 三好萌生 平田瑞歩 水野璃美 丸岡夢路 堤杏 檜垣亜胡
(藍住エンジェル) (三芳スピリッツ) (古高松) (たまひよじゅにあ) (春野ジュニア) (古高松) (ＴＵｎｉｏｎ) (小松島ジュニア) (助任ジュニア) (中萩ＪＢＣ)

友岡祐成 佐藤翔杜 岩田萌楓 増本さわ 竹林愛乃 小泉朋葵 川村萌寧 伏石美優 田阪心果 松本楓音
(香川スクール) (スカイブルー) (内町ジュニア) (東雲ＢＳＳ) (大生院ＪＢＣ) (福島ラビット) (清水ＢＪＣ) (古高松) (フューチャー) (朝倉ワークＪｒ．)

試合番号 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
14:10 6GD-9 6GD-10 6GD-11 6GD-12 5BD-8 5BD-9 5BD-10 5BD-11 5GD-9 5GD-10 5GD-11 5GD-12 4BD-8 4BD-9

髙橋・高橋

(ＴＵｎｉｏｎ)

試合番号 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
14:50 4BD-10 4BD-11 4GD-9 4GD-10 4GD-11 4GD-12 6BS-9 6BS-10 6BS-11 6BS-12 6GS-9 6GS-10 6GS-11 6GS-12

門田・冨岡

(東雲ＢＳＳ)

試合番号 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
15:30 5BS-9 5BS-10 5BS-11 5BS-12 5GS-9 5GS-10 5GS-11 5GS-12 4BS-9 4BS-10 4BS-11 4BS-12 4GS-9 4GS-10

試合番号 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
16:10 4GS-11 4GS-12 6BD-13 6BD-14 6GD-13 6GD-14 5BD-12 5BD-13 5GD-13 5GD-14 4BD-12 4BD-13 4GD-13 4GD-14

試合番号 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
16:50 6BS-13 6BS-14 6GS-13 6GS-14 5BS-13 5BS-14 5GS-13 5GS-14 4BS-13 4BS-14 4GS-13 4GS-14

試合番号 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
17:30 6BD-決勝 6BD-三決 6GD-決勝 6GD-三決 5BD-決勝 5BD-三決 5GD-決勝 5GD-三決 4BD-決勝 4BD-三決 4GD-決勝 4GD-三決

試合番号 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
18:10 6BS-決勝 6BS-三決 6GS-決勝 6GS-三決 5BS-決勝 5BS-三決 5GS-決勝 5GS-三決 4BS-決勝 4BS-三決 4GS-決勝 4GS-三決

対戦者
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