
令和 5 年（2023 年）度熊本県小学生強化指定選手 

兼 

NPO 法人熊本県バドミントン王国復活プロジェクト 

トップジュニア育成アカデミー選手 

選考会実施要項 
 

1．実 施 日 令和 5 年 3 月 11 日（土）9：00 開場 

 

2．会  場 八代トヨオカ地建アリーナ 

      （〒866-0841 熊本県八代市緑町 11-1 電話：0965-35-0150） 

 

3．参加資格 ①別紙参加者名簿に記載の選手で申込みを行ったもの 

       ②強化指定選手に選考された場合、強化練習等に積極的に参加できる 

 

4．選考方法 参加人数により決定する（ゲーム、体力測定等） 

 

5．運営補助 各チーム、本選考会の運営補助として 1 名お願いします。審判や選考会の進行の補

助をお願いします。監督やコーチが兼務しても構いません。 

 

6．参 加 費 1,000 円 

 

7．申 込 み 参加対象となっている選手で参加希望者は、別紙の申込書を令和 5 年 3 月 1 日（水）

17：00 まで（〆切厳守）に下記申込先へ送信してください。 

        申し込みがない場合は参加できません。 

        申込先：me10706-go@ninus.ocn.ne.jp 

 

8．強化指定選手選考 

      ①今大会の結果を参考に令和 5 年度の強化指定選手を選考する。 

      ②トップジュニア育成アカデミーの選考人数は各学年男女 2 名とする。選考について

は、令和 4 年度の大会結果および本選考会の結果を参考に選考する。 

      ③令和4年度全国小学生大会ベスト8以上入賞及び日本バドミントン協会ジュニアナ

ショナルメンバー（U13）に選考された選手は、選考会を免除する。 

      ④強化指定選手を中心に、6 月に開催される九州小学生連盟の南九州合宿に派遣する。 

 

9．そ の 他 館内への入場は、監督、コーチ、運営補助、選手、観戦者（選手 1 名につき 1 名）を

可能とし、入場する者の健康状態確認シートを提出することとする。 

 

10．問合せ先 熊本県バドミントン協会小学校部会 江口 雅臣 080-1775-8991 



令和 5 年（2023 年）度熊本県小学生強化指定選手 兼 

NPO 法人熊本県バドミントン王国復活プロジェクトトップジュニア育成アカデミー選手 

選考会参加者 

 

【6 年男子】 

山村 隆清（南阿蘇ジュニア） 高村 智（おぐにジュニア） 宇都宮 生真（おぐにジュニア） 

志水 優心（タマナジュニア） 岡部 隼（KARAKAL.JBT） 本山 蒼天（タマナジュニア） 

 

【5 年男子】 

丸塚 浩真（八代ジュニア） 東 未来翔（おぐにジュニア） 中村 太陽（おぐにジュニア） 

本山 桜大（タマナジュニア） 水本 輝（北部ジュニア） 丸山 倫尚（南阿蘇ジュニア） 

坂本 一真（八代ジュニア） 森下 善吏（宮地ジュニア） 中野 力邦人（北部ジュニア） 

森田 理孔（水曜クラブ） 志戸 煌人（宮地ジュニア） 大塚 陽太（北部ジュニア） 

佐々木 天斗（Dream Bear） 神野 尊良（IBS） 山田 琉士郎（team Grit） 

 

【4 年男子】 

赤坂 侑輝（不知火ジュニア） 山崎 淳人（不知火ジュニア） 前田 康太（Dream Bear） 

武石 怜（おぐにジュニア） 坂井 珀飛（南阿蘇ジュニア） 橋本 拓歩（おぐにジュニア） 

春田 龍之介（北部ジュニア） 宮﨑 央涼（北部ジュニア） 末富 大翔（植柳ジュニア） 

松村 幸典（向山ジュニア） 西田 蓮（ほくぶ総合）  

 

【3 年以下男子】 

坂田 剣士朗（山ノ内ジュニア） 古賀 陽向（WINNER） 宮崎 桜丞（北部ジュニア） 

岩本 永祐（山ノ内ジュニア） 中 颯士（WINNER） 曽山 陽大（WINNER） 

奏 想（おぐにジュニア） 高畠 陸（WINNER） 時松 志優（おぐにジュニア） 

松原 聖（SC きくよう） 緒方 碧（SC きくよう） 甲斐 琉太郎（蘇陽ジュニア） 

 

 

【6 年女子】 

高植 あやか（八代ジュニア） 宮﨑 弥生（WINNER） 松浦 綾花（植柳ジュニア） 

菊田 詩織（WINNER） 髙田 愛菜（Asahi Glanz） 下薗 詩空（SC きくよう） 

 

【5 年女子】 

伊津野 心春（Dream Bear） 石橋 結陽（Dream Bear） 北山 琉衣（Asahi Glanz） 

中村 李々華（宮地ジュニア） 永井 陽蒔利（WINNER） 牧川 実愛（KT ジュニア） 

緒方 愛（SC きくよう） 岩野 恵鈴（KARAKAL） 遠山 響（宮地ジュニア） 

山下 咲姫（北部ジュニア） 佐藤 伶美（おぐにジュニア） 隈部 百利乃（チーム必成） 

田中 結揶（SC きくよう） 家入 柚子（Asahi Glanz）  

 

  



【4 年女子】 

林 咲希（八代ジュニア） 伊津野 眞凛（Dream Bear） 前田 萌衣（植柳ジュニア） 

山内 彩楽（Asahi Glanz） 田中 優衣（WINNER） 荒尾 いちか（北部ジュニア） 

村﨑 朱里（不知火ジュニア） 西前 菜々美（不知火ジュニア） 清水 椛楓（Dream Bear） 

富永 陽和（SC きくよう） 江口 爽（荒尾ジュニア） 伊方 愛恵（Dream bear） 

 

【3 年以下女子】 

堀口 日茉莉（植柳ジュニア） 中村 心晴（おぐにジュニア） 井上 華凜（タマナジュニア） 

田中 玲椰（SC きくよう） 宮﨑 葵（WINNER） 藤山 こはな（ファーストクラブ） 

先成 咲恋（SHINING 熊本） 林 えれな（KARAKAL）  

 

【強化指定・トップジュニア育成アカデミー内定選手】 

髙畠 央侑（WINNER） 


