
平成 19 年度小学生大会結果 

1 第 8 回全国小学生 ABC バドミントン大会県予選会 6/23  石岡市運動公園体育館 

 青字の選手が全国大会出場権を得る。 

種 目   優  勝   準 優 勝  第 ３ 位  第 ３ 位 参加

男子Ａ 稲光勇太(明 野) 仁平隼人(恋 南) 本田龍也(東少年) 岡野伸哉(府 中) 62

男子Ｂ 武藤 響(ハルトノ) 海老沢年幾(東少年) 岡田哲彦(恋 南) 伊佐早総司(ハルトノ) 30

男子Ｃ 本田晃太(東少年) 大和田春樹(吉 田) 中村祐二(豊ジュニア) 谷川陽斗(ナイスショット) 12

女子Ａ 浅賀未久(東少年) 松田美架(kids守谷 岡町理紗子(東少年 立原七海(東少年) 92

女子Ｂ 仁平菜月(恋 南） 松本夏実(杉の子) 福田芽唯(鹿 嶋) 小野 梓(日 高) 61

女子Ｃ 武藤みなみ(ハルトノ) 海老沢 花(東少年) 島倉 唯(東少年) 菊地 遥(kids守谷) 14

 

2 第 16 回全国小学生バドミントン選手権大会茨城県予選会  7/21 霞ヶ浦文化体育会館体育室 

種 目 優 勝 準優勝 三 位 参加数 

４年女子単 仁平 菜月 大手 綾花 成山 亜沙美 松本 夏実  ３４ 

  (恋南) (石小地区) (石小地区) (杉の子)  

４年女子複 飯村 彩衣子 友水 陽花 森島  眞子 荒井 夢野  ２０ 

  仁平 明花 内田 彩佳 小沼  みなみ 重田 恵里花  

  (石小地区) (石小地区) (ハルトノ) (Ｋｉｄｓ守谷)  

５年女子単 飯村 梨衣子 上曽 夏美 吉田 楓 山崎 有紀子  ３５ 

  (石小地区) (府中地区) (石小地区) (滑川)  

５年女子複 谷中 千尋 一ノ瀬 礼蘭 田上 彩希 飯村 聖美  ２７ 

  関町 公美子 田澤 歩果 岡野 更紗 生田目 海朱  

  (東少年) (Ｋｉｄｓ守谷) (恋南) (杉の子)  

６年女子単 林 理菜 浅賀 未久 松田 美架 栗山 愛理  ３３ 

  (杉の子) (東少年) (Ｋｉｄｓ守谷) (ナイスショット)  

６年女子複 関町 理紗子 石塚 真友美 飯村 成美 相川 千尋  ２３ 

  立原 七海 久保田 顕子 内田 恵莉香 佐藤 未来  

  (東少年) (杉の子) (杉の子) (吉原)  

４年男子単 武藤  響 海老澤 年幾 高久 友也 伊佐早 総司  ２７ 

  (ハルトノ) (東少年) (石小地区) (ハルトノ)  

４年男子複 海老澤 晃洋 吉田 真澄 中村 歩 長谷川 玲雅  ７ 

  岡田 幸樹 西村 毅文 濱 翔太郎 栗林 嵩  

  (吉原) (ナイスショット)(府中地区) (府中地区)  

５年男子単 林 翔太 小神野 真人 太田 賢吾 山本 暁  ２５ 

  (杉の子) (ハルトノ) (石小地区) (恋南)  

５年男子複 佐藤 諒汰 井桁 駿 木村 亮介 矢花 信亜  ９ 

  青木 浩太郎 大関 智樹 塚原 稜 秋田 和麿  

  (東少年) (明野ちびバド) (吉原) (Ｋｉｄｓ守谷)  

６年男子単 稲光 勇太 仁平 隼人 岡野 伸哉 山田 隼也  ２６ 

  (明野ちびバド) (恋南) (府中地区) (吉原)  

６年男子複 黒沢 馨 鹿志村 祐太 城戸 直也 瀧 隼弥  １３ 

  風間 俊宏 友水 豪志 森田 彩仁 矢城 純平  

  (石小地区) (石小地区) (東少年) (恋南)  

 

 



4 小学生大会（1 年生～3年生） 08/2/11  石岡市運動公園体育館 

３年生 

種 優   勝 準 優 勝 ３   位 ３   位 参加数

BS 宮本瑞祈（鹿 嶋） 渡辺啓太(吉 原） 大山虹輝(吉 原） 新井大地（明 野）  

GS 仁平菜月（恋 南） 小沼みなみ（ハルトノ） 飯岡優美（明 野） 森 咲和佳（ハルトノ）  

２年生 

種 優   勝 準 優 勝 ３   位 ３   位 参加数

BS 本田晃太（東少年） 宮本健矢(吉 原） 長久保峻介（吉田ﾊﾞﾄﾞ） 谷川陽斗（ﾅｲｽｼｮｯﾄ）  

GS 武藤みなみ（ハルトノ） 五木田佳奈（守 谷） 海老澤花（東少年） 菊地 遥（守 谷）  

１年生 

種 優   勝 準 優 勝 ３   位 ３   位 参加数

BS 青木俊樹（ハルトノ） 新宅 雄（ハルトノ） 稲垣敬介（成 沢） 古谷直樹（府 中）  

GS 安達友妃（東少年） 芳村萌映子（ハルトノ） 町田華梨（ハルトノ） 石原晴美（豊ジュニア）  

 

5 第 25 回茨城県小学生大会（4 年生～6 年生） 08/3/22-23 石岡市運動公園体育館 

種目 優勝 準優勝 ３位 ３位 参加数

4GS 大手綾花（石 小） 成山亜沙美（石 小） 松本夏実（杉の子） 森島眞子（ハルトノ） 58 

5GS 飯村梨衣子（石 小） 上曽夏実（府 中） 吉岡早耶（東少年） 酒井麻由(ﾅｲｽｼｮｯﾄ) 68 

6GS 林 理奈（杉の子） 浅賀未久（東少年） 市岡希望（恋 南） 小澤芽生（明 野） 49 

4GD 
飯村彩衣子 

仁平明花（石 小） 

友水陽花 

内田彩佳（石 小） 

佐川加奈 

吉田美穂(東少年) 

小林愛海 

小島翠咲（石 毛） 

24 

5GD 
関町公美子 

谷中千尋(東少年) 

田上彩希 

岡野更紗(恋 南) 

一ノ瀬礼蘭 

田澤歩果(Kids 守谷) 

町田栞菜 

青木涼子（ハルトノ） 

23 

6GD 
関町理紗子 

立原七海（東少年） 

石塚真友美 

久保田顕子（杉の子）

内田恵莉香 

飯村成美（杉の子） 

加藤彩音 

森戸陽加（東少年） 

28 

4BS 武藤  響（ハルトノ） 海老澤年幾（東少年） 伊佐早総司（ハルトノ）高久友也（石 小） 27 

5BS 林 翔太（杉の子） 太田賢吾（石 小） 木村亮介（吉 原） 瀬尾直樹（明 野） 48 

6BS 稲光勇太（明 野） 仁平隼人(恋 南) 高久 奨平（石 小） 山田隼也（吉 原） 47 

4BD 
長谷川玲雅 

栗林 嵩(府 中) 

濱 翔太郎 

中村 歩(府 中) 

廣瀬大地 

鶴見知紀（明 野） 

西村毅文 

吉田真澄(ﾅｲｽｼｮｯﾄ) 

4 

5BD 
佐藤諒汰 

青木浩太郎（東少年） 

井桁 駿 

大関智樹（明 野） 

矢花信亜 

石黒達也(Kids 守谷) 

鈴木 翔 

松木幾日（明 野） 

10 

6BD 
城戸直也 

森田彩仁（東少年） 

黒沢 馨 

風間俊宏（石 小） 

鹿志村祐太 

友水豪志（石 小） 

瀧 隼弥 

矢城純平(恋 南) 

6 

 
以上 


