
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

さわだ いっしん いおく あつき みすみ れお おち けいたろう

澤田 一心 伊奥 暁 三隅 蓮生 越智 恵太朗

(鳥取県) (鳥取県) (山口県) (山口県)

ゆはら はると なかやま わたる くろずみ こうた たてわき ゆいと

湯原 悠登 中山 航 黒住 洸多 立脇 唯羽

(鳥取県) (山口県) (岡山県) (山口県)

あたか えいと なかい むく おがわ まさき さだもと そうま

安宅 瑛人 中井 邑空 小川 真輝 定本 蒼馬

(岡山県) (鳥取県) (広島県) (広島県)

つぼい ゆうすけ まつざき たいが てらだ きよずみ いなむら しゅん

坪井 悠祐 松﨑 大河 寺田 清純 稲村 隼

そた ひろと ひきだ まさと こうだ かずき たかみ ただはる

曽田 寛人 疋田 匡人 甲田 一起 高見 忠治

(島根県) (岡山県) (岡山県) (島根県)

さとう ふうま すずき そうた せお たかふみ おおはし ながと

佐藤 楓真 鈴木 創太 瀬尾 隆文 大橋 永翔

なかむら けいご もりもと きびと おおひら こうき おの まさはる

中村 圭吾 森本 輝人 大平 昊輝 小野 雅治

(岡山県) (鳥取県) (広島県) (岡山県)

かもと いっしん うえだ そうし たかはし しん うくもり こたろう

加本 逸真 上田 蒼斎 高橋 伸 鵜久森 琥太朗

たけだ ゆうき はなもと らいき あきひさ ゆうき ふじやま じん

竹田 悠希 花本 雷軌 秋久 侑貴 藤山 仁

(島根県) (鳥取県) (鳥取県) (広島県)

いなだ ゆづき なかたに あゆみ はなもと りんな ひょうどう まひろ

稲田 結月 中谷 歩未 花本 凜菜 兵頭 真尋

(岡山県) (岡山県) (鳥取県) (山口県)

わたなべ ゆずの いのうえ みほ はやま こはる やまぐち もみじ

渡邉 柚乃 井上 美穂 羽山 心陽 山口 椛

(岡山県) (山口県) (山口県) (島根県)

おきもと あのん しのみや あゆか あだち はな やまさき みゆ

沖本 愛音 四宮 彩友佳 安達 華 山崎 美優

(広島県) (岡山県) (広島県) (広島県)

ながたに かほ かわむら ひかり たけだ しゅり とみた ゆうこ

永谷 香歩 河村 光陽 武田 朱莉 冨田 結子

よしだ りさ しまだ ゆうき のだ なぎさ おおなみ ゆあ

吉田 梨紗 嶋田 悠希 野田 渚 大浪 結愛

(島根県) (鳥取県) (広島県) (山口県)

おかだ わかな なみまつ みお ふるた さや わたなべ かほ

岡田 和奏 浪松 美緒 古田 紗也 渡部 夏帆

かわかみ さや いしだ ひまり うちやま らん きょう おとは

川上 紗矢 石田 向日葵 内山 蘭 京 音羽

(島根県) (山口県) (山口県) (島根県)

とみた ことこ いなだ みつき せきやま かの なかむら ふみか

冨田 琴子 稲田 海月 関山 華乃 中村 文香

かねこ ゆい ふじた みゆう たけだ ひいろ ふかい かほ

兼子 結衣 藤田 美祐 武田 陽彩 深井 香穂

(山口県) (岡山県) (広島県) (広島県)

文責　山下新一　(中国地区小学生バドミントン連盟理事長)
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