
大会第１日 平成２０年８月１日（金） （１～１０コートは大体育室・１１～１４コートは小体育室）

コート

１ ＧＡ① 薮塚ジュニア ｖｓ 糸満ジュニア

２ ＧＢ① 舞鶴ジュニア ｖｓ 芽室町少年団

３ ＧＣ① 内町ジュニア ｖｓ 宇ノ気ジュニア

４ ＧＤ① 高岡ジュニア ｖｓ 香川スクール

５ ＧＥ① 南信ジュニア ｖｓ 小山ＪＢＣ

６ ＧＦ① 防府ジュニア ｖｓ 勝山南部ｼﾞｭﾆｱ

７ ＧＧ① チャレンジャー ｖｓ 大淀スポ少

８ ＧＨ① 大垣北ＢＳＳ ｖｓ はちみつｼﾞｭﾆｱ

９ ＧＩ① おろちクラブ ｖｓ 大垣安井ＢＳＳ

１０ ＧＪ① 所沢ジュニア ｖｓ 箕蚊屋ジュニア

１１ ＧＫ① 南郷ジュニア ｖｓ 小野Ｊｒクラブ

１２ ＧＬ① 大生院ＪＢＣ ｖｓ 武生ジュニア

１３ ＧＭ① 横倉ジュニア ｖｓ 岡垣ジュニア

１４ ＧＮ① 羽球友の会 ｖｓ 山口スポ少

大会第２日　平成２０年８月２日（土） （１～１０コートは大体育室・１１～１４コートは小体育室）

コート

１ ＧＯ① ミッキーズ ｖｓ 金沢崎浦ＷｉｎｇｓＢＭ① 横浜白山スポ少 ｖｓ あかねジュニア ＧＧ② 橿原ジュニア ｖｓ 大淀スポ少 ＢＥ② 香川スクール ｖｓ 横倉ジュニア

２ ＧＰ① 上市スクール ｖｓ 皇徳寺スポ少 ＢＮ① 井口ジュニア ｖｓ 鶴岡六学区 ＧＨ② 美浜クラブ ｖｓ はちみつｼﾞｭﾆｱ ＢＦ② 東和キッズ　　 ｖｓ 長岡京市スポ少

３ ＢＡ① 山口スポ少 ｖｓ 瓜破西ＳＳＣ ＢＯ① 西池ジュニア ｖｓ 舞鶴ジュニア ＧＩ② 東光小少年団 ｖｓ 大垣安井ＢＳＳ ＢＧ② 中央ジュニア ｖｓ おろちクラブ

４ ＢＢ① 高岡ジュニア ｖｓ 大同ジュニア ＢＰ① 阿賀野ジュニア ｖｓ 糸満ジュニア ＧＪ② 小俣町スポ少 ｖｓ 箕蚊屋ジュニア ＢＨ② 岡垣ジュニア ｖｓ 出羽バドミンタン

５ ＢＣ① 箕蚊屋ジュニア ｖｓ 小俣町スポ少 ＧＡ② 四條畷学園小 ｖｓ 糸満ジュニア ＧＫ② 諫早ジュニア ｖｓ 小野Ｊｒクラブ ＢＩ② 小平ジュニア ｖｓ 羽球友の会

６ ＢＤ① α野田ジュニア ｖｓ ＮＡＫＡＯｼﾞｭﾆｱ ＧＢ② フェニックス ｖｓ 芽室町少年団 ＧＬ② α野田ジュニア ｖｓ 武生ジュニア ＢＪ② Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ ｖｓ 西郷ジュニア

７ ＢＥ① 大垣ＢＳＳ ｖｓ 横倉ジュニア ＧＣ② Ｇｌｏｒｙ　Ｃｌｕｂ ｖｓ 宇ノ気ジュニア ＧＭ② ひよどりジュニア ｖｓ 岡垣ジュニア ＢＫ② 志度ジュニア ｖｓ 河内ＪＢＣ

８ ＢＦ① 永井クラブ ｖｓ 長岡京市スポ少 ＧＤ② ウィスタリア ｖｓ 香川スクール ＧＮ② 春野ジュニア ｖｓ 山口スポ少 ＢＬ② ＭＩＤＯＲＩ ＣＩＴＹ ｖｓ 師勝ジュニア

９ ＢＧ① たなしＭａｘ ｖｓ おろちクラブ ＧＥ② 玉東ジュニア ｖｓ 小山ＪＢＣ ＧＯ② 小平ジュニア ｖｓ 金沢崎浦ＷｉｎｇｓＢＭ② 大徳ジュニア ｖｓ あかねジュニア

１０ ＢＨ① はりーあっぷ ｖｓ 出羽バドミンタン ＧＦ② 横浜白山スポ少 ｖｓ 勝山南部ｼﾞｭﾆｱ ＧＰ② 長岡京市スポ少 ｖｓ 皇徳寺スポ少 ＢＮ② 大和郡山市 ｖｓ 鶴岡六学区

コート

１１ ＢＩ① ＰＥＡＣＥジュニア ｖｓ 羽球友の会 ＢＡ② 勝山ジュニア ｖｓ 瓜破西ＳＳＣ

１２ ＢＪ① 東光小少年団 ｖｓ 西郷ジュニア ＢＢ② ｼﾞｭﾆｱｽｸｰﾙ松山 ｖｓ 大同ジュニア ＢＯ② 鳩ヶ谷ウイングス ｖｓ 舞鶴ジュニア

１３ ＢＫ① ときわジュニア ｖｓ 河内ＪＢＣ ＢＣ② 小須戸スポ少 ｖｓ 小俣町スポ少

１４ ＢＬ① 八幡西ジュニア ｖｓ 師勝ジュニア ＢＤ② 南信ジュニア ｖｓ ＮＡＫＡＯｼﾞｭﾆｱ ＢＰ② 坂本倶楽部 ｖｓ 糸満ジュニア

タイムテーブル　（第２４回若葉カップ全国小学生バドミントン大会）

１５時４５分～１８時００分

１５時３０分～１７時４５分

　９時００分～１１時１５分 １１時１５分～１３時３０分 １３時３０分～１５時４５分

　　１２時３０分～１３時３０分

　　　　監督代表者会議　（婦人教育会館）

　
　

　　　　　　　　　　　　１４時００分～

　　　　　　　　　　　　　　開　会　式　　（大体育室）

　９時００分～１１時１５分 １２時１５分～１４時３０分 １５時３０分～１７時４５分



大会第３日　平成２０年８月３日（日） （１～１０コートは大体育室・１１～１４コートは小体育室）

コート

１ ＧＡ③ 薮塚ジュニア ｖｓ 四條畷学園小 ＧＫ③ 南郷ジュニア ｖｓ 諫早ジュニア ＢＧ③ たなしＭａｘ ｖｓ 中央ジュニア ＧＴ⑤ ｖｓ

２ ＧＢ③ 舞鶴ジュニア ｖｓ フェニックス ＧＬ③ 大生院ＪＢＣ ｖｓ α野田ジュニア ＢＨ③ はりーあっぷ ｖｓ 岡垣ジュニア ＧＴ⑥ ｖｓ

３ ＧＣ③ 内町ジュニア ｖｓ Ｇｌｏｒｙ　Ｃｌｕｂ ＧＭ③ 横倉ジュニア ｖｓ ひよどりジュニア ＢＩ③ ＰＥＡＣＥジュニア ｖｓ 小平ジュニア ＧＴ⑦ ｖｓ

４ ＧＤ③ 高岡ジュニア ｖｓ ウィスタリア ＧＮ③ 羽球友の会 ｖｓ 春野ジュニア ＢＪ③ 東光小少年団 ｖｓ Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ ＧＴ⑧ ｖｓ

５ ＧＥ③ 南信ジュニア ｖｓ 玉東ジュニア ＢＡ③ 山口スポ少 ｖｓ 勝山ジュニア ＢＫ③ ときわジュニア ｖｓ 志度ジュニア ＢＴ① ｖｓ

６ ＧＦ③ 防府ジュニア ｖｓ 横浜白山スポ少 ＢＢ③ 高岡ジュニア ｖｓ ｼﾞｭﾆｱｽｸｰﾙ松山ＢＬ③ 八幡西ジュニア ｖｓ ＭＩＤＯＲＩ ＣＩＴＹＢＴ② ｖｓ

７ ＧＧ③ チャレンジャー ｖｓ 橿原ジュニア ＢＣ③ 箕蚊屋ジュニア ｖｓ 小須戸スポ少 ＢＭ③ 横浜白山スポ少 ｖｓ 大徳ジュニア ＢＴ③ ｖｓ

８ ＧＨ③ 大垣北ＢＳＳ ｖｓ 美浜クラブ ＢＤ③ α野田ジュニア ｖｓ 南信ジュニア ＢＮ③ 井口ジュニア ｖｓ 大和郡山市 ＢＴ④ ｖｓ

９ ＧＩ③ おろちクラブ ｖｓ 東光小少年団 ＢＥ③ 大垣ＢＳＳ ｖｓ 香川スクール ＢＯ③ 西池ジュニア ｖｓ 鳩ヶ谷ウイングスＢＴ⑤ ｖｓ

１０ ＧＪ③ 所沢ジュニア ｖｓ 小俣町スポ少 ＢＦ③ 永井クラブ ｖｓ 東和キッズ　　 ＢＰ③ 阿賀野ジュニア ｖｓ 坂本倶楽部 ＢＴ⑥ ｖｓ

１１ ＧＴ① ｖｓ

１２ ＧＯ③ ミッキーズ ｖｓ 小平ジュニア ＧＴ② ｖｓ ＢＴ⑦ ｖｓ

１３ ＧＴ③ ｖｓ

１４ ＧＰ③ 上市スクール ｖｓ 長岡京市スポ少 ＧＴ④ ｖｓ ＢＴ⑧ ｖｓ

大会第４日　平成２０年８月４日（月） （１～１０コートは大体育室・１１～１４コートは小体育室）

コート

１ ｖｓ

２ ＢＴ⑨ 　 ｖｓ 準決勝（男子） 決　　勝（男子）

３ ＢＴ⑩ 　 ｖｓ ｖｓ ｖｓ

４ ＢＴ⑪ 　 ｖｓ 準決勝（男子）

５ ＢＴ⑫ 　 ｖｓ

６ ＧＴ⑨ 　 ｖｓ 準決勝（女子）

７ ＧＴ⑩ 　 ｖｓ ｖｓ 決　　勝（女子）

８ ＧＴ⑪ 　 ｖｓ 準決勝（女子） ｖｓ

９ ＧＴ⑫ 　 ｖｓ ｖｓ

１０

ＢＴ⑬

ＧＴ⑭

タイムテーブル　（第２４回若葉カップ全国小学生バドミントン大会）

　９時００分～１１時１５分 １１時１５分～１３時３０分 １３時３０分～１５時４５分

１５時００分～１５時３０分

１５時４５分～１８時００分

閉会式（表彰式）

　９時００分～１１時１５分 １１時３０分～１２時４５分 １３時００分～１４時１５分

ＧＴ⑬

ＢＴ⑮

ＧＴ⑮

ＢＴ⑭


