
大会第１日 平成２９年７月２８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 ＢＡ① 富士山バド ｖｓ 大野ジュニア

２ ＢＢ① 三条クラークJr ｖｓ 藤田研究所

３ ＢＣ① 宝木塚Jr. ｖｓ GPWジュニア

４ ＢＤ① 小松島ジュニア ｖｓ 佐渡ジュニア

５ ＢＥ① 箕蚊屋ジュニア ｖｓ 西神ジュニア

６ ＢＦ① 岡垣ジュニア ｖｓ キクムラジュニア

７ ＢＧ① 美川湊Jr ｖｓ 橿原ジュニア

８ ＢＨ① はりーあっぷ ｖｓ 横倉ジュニア

９ ＢＩ① 高松Jr ｖｓ 鰍沢スポ少

１０ ＢＪ① スリーセブンJr ｖｓ PEACE

１１ ＢＫ① ウイニングロード ｖｓ たなしMAX

１２ ＢＬ① Ｄream.Jr ｖｓ 広島安佐

１３ ＢＭ① 志木ジュニア ｖｓ Jrスクール松山

１４ ＢＮ① 長岡京市スポ少 ｖｓ 仰木の里ジュニア

大会第２日　平成２９年７月２９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 ＢＯ① ハルトノクラブ ｖｓ 宇都宮中央Jr. ＧＭ① 師勝ジュニア ｖｓ 白根エンゼルス ＢＫ② 星野BJS ｖｓ たなしMAX ＧＧ② 香川スクール ｖｓ T-Jump

２ ＢＰ① 小俣スポ少 ｖｓ 高岡ジュニア ＧＮ① ミッキーズ ｖｓ COLORS ＢＬ② 下松ジュニア ｖｓ 広島安佐 ＧＨ② 桜川Jr. ｖｓ 岡垣ジュニア

３ ＧＡ① 北栄JBC ｖｓ 鶴岡城北スポ少 ＧＯ① 志木ジュニア ｖｓ 大徳ジュニア ＢＭ② 鹿児島ジュニア ｖｓ Jrスクール松山 ＧＩ② 渚ジュニア ｖｓ しおみキャッツ

４ ＧＢ① 柏崎ジュニア ｖｓ 宇都宮中央Jr. ＧＰ① 帯広ジュニア ｖｓ 高岡ジュニア ＢＮ② 渚ジュニア ｖｓ 仰木の里ジュニア ＧＪ② 若草Jr.BC ｖｓ 坂本JBC

５ ＧＣ① 金沢ジュニアBC ｖｓ 各務原Jr. ＢＡ② 舞鶴ジュニア ｖｓ 大野ジュニア ＢＯ② 岐阜市ＢＢＣ ｖｓ 宇都宮中央Jr. ＧＫ② 大垣北BSS ｖｓ ウイニング

６ ＧＤ① 春野ジュニア ｖｓ 新湊ジュニア ＢＢ② 井口ジュニア ｖｓ 藤田研究所 ＢＰ② 南郷キューピッド ｖｓ 高岡ジュニア ＧＬ② 小平ジュニア ｖｓ 塩竈ジュニア

７ ＧＥ① 広幡バドキッズ ｖｓ 西神ジュニア ＢＣ② 垂井ＪＳＣ ｖｓ GPWジュニア ＧＡ② 里きっず ｖｓ 鶴岡城北スポ少 ＧＭ② 瓜破西SSC ｖｓ 白根エンゼルス

８ ＧＦ① 小俣スポ少 ｖｓ 足羽ジュニア ＢＤ② 大井沢スポ少 ｖｓ 佐渡ジュニア ＧＢ② 鹿児島ジュニア ｖｓ 宇都宮中央Jr. ＧＮ② 美鈴が丘JBC ｖｓ COLORS

９ ＧＧ① アトムズ ｖｓ T-Jump ＢＥ② 国分寺バドスポ少 ｖｓ 西神ジュニア ＧＣ② 前橋東 ｖｓ 各務原Jr. ＧＯ② 内町ジュニア ｖｓ 大徳ジュニア

１０ ＧＨ① 南信ジュニア ｖｓ 岡垣ジュニア ＢＦ② 鶴ヶ島 ｖｓ キクムラジュニア ＧＤ② 長岡京市スポ少 ｖｓ 新湊ジュニア ＧＰ② 鎌ヶ谷ジュニア ｖｓ 高岡ジュニア

コート

１１ ＧＩ① Wing武生 ｖｓ しおみキャッツ ＢＧ② 前橋東 ｖｓ 橿原ジュニア

１２ ＧＪ① キクムラジュニア ｖｓ 坂本JBC ＢＨ② ふじかげ ｖｓ 横倉ジュニア ＧＥ② 下松ジュニア ｖｓ 西神ジュニア

１３ ＧＫ① 橿原ジュニア ｖｓ ウイニング ＢＩ② Ｔ－Ｊｕｍｐ ｖｓ 鰍沢スポ少

１４ ＧＬ① ハルトノクラブ ｖｓ 塩竈ジュニア ＢＪ② TIJ長野 ｖｓ PEACE ＧＦ② 鶴ヶ島 ｖｓ 足羽ジュニア

タイムテーブル　（第３３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　（ふれあいセンター）

　　１４時００分～
　　　　開　会　式　　（大体育室）

　９時００分～１１時１５分 １１時４５分～１４時００分 １４時３０分～１６時４５分



大会第３日　平成２９年７月３０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 ＢＡ③ 富士山バド ｖｓ 舞鶴ジュニア ＢＫ③ ウイニングロード ｖｓ 星野BJS ＧＧ③ アトムズ ｖｓ 香川スクール ＢＴ⑤ ｖｓ

２ ＢＢ③ 三条クラークJr ｖｓ 井口ジュニア ＢＬ③ Ｄream.Jr ｖｓ 下松ジュニア ＧＨ③ 南信ジュニア ｖｓ 桜川Jr. ＢＴ⑥ ｖｓ

３ ＢＣ③ 宝木塚Jr. ｖｓ 垂井ＪＳＣ ＢＭ③ 志木ジュニア ｖｓ 鹿児島ジュニア ＧＩ③ Wing武生 ｖｓ 渚ジュニア ＢＴ⑦ ｖｓ

４ ＢＤ③ 小松島ジュニア ｖｓ 大井沢スポ少 ＢＮ③ 長岡京市スポ少 ｖｓ 渚ジュニア ＧＪ③ キクムラジュニア ｖｓ 若草Jr.BC ＢＴ⑧ ｖｓ

５ ＢＥ③ 箕蚊屋ジュニア ｖｓ 国分寺バドスポ少 ＧＡ③ 北栄JBC ｖｓ 里きっず ＧＫ③ 橿原ジュニア ｖｓ 大垣北BSS ＧＴ① ｖｓ

６ ＢＦ③ 岡垣ジュニア ｖｓ 鶴ヶ島 ＧＢ③ 柏崎ジュニア ｖｓ 鹿児島ジュニア ＧＬ③ ハルトノクラブ ｖｓ 小平ジュニア ＧＴ② ｖｓ

７ ＢＧ③ 美川湊Jr ｖｓ 前橋東 ＧＣ③ 金沢ジュニアBC ｖｓ 前橋東 ＧＭ③ 師勝ジュニア ｖｓ 瓜破西SSC ＧＴ③ ｖｓ

８ ＢＨ③ はりーあっぷ ｖｓ ふじかげ ＧＤ③ 春野ジュニア ｖｓ 長岡京市スポ少 ＧＮ③ ミッキーズ ｖｓ 美鈴が丘JBC ＧＴ④ ｖｓ

９ ＢＩ③ 高松Jr ｖｓ Ｔ－Ｊｕｍｐ ＧＥ③ 広幡バドキッズ ｖｓ 下松ジュニア ＧＯ③ 志木ジュニア ｖｓ 内町ジュニア ＧＴ⑤ ｖｓ

１０ ＢＪ③ スリーセブンJr ｖｓ TIJ長野 ＧＦ③ 小俣スポ少 ｖｓ 鶴ヶ島 ＧＰ③ 帯広ジュニア ｖｓ 鎌ヶ谷ジュニア ＧＴ⑥ ｖｓ

１１ ＢＴ① ｖｓ

１２ ＢＯ③ ハルトノクラブ ｖｓ 岐阜市ＢＢＣ ＢＴ② ｖｓ ＧＴ⑦ ｖｓ

１３ ＢＴ③ ｖｓ

１４ ＢＰ③ 小俣スポ少 ｖｓ 南郷キューピッド ＢＴ④ ｖｓ ＧＴ⑧ ｖｓ

大会第４日　平成２９年７月３１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 準決勝（男子） 決　　勝（男子）

２ ＢＴ⑨ 　 ｖｓ ｖｓ ｖｓ

３ ＢＴ⑩ 　 ｖｓ

４ ＢＴ⑪ 　 ｖｓ 準決勝（男子） ＢＴ⑮　　　　　　　　　　　　　決　  　勝　（男子）

５ ＢＴ⑫ 　 ｖｓ

６ ＧＴ⑨ 　 ｖｓ 準決勝（女子）

７ ＧＴ⑩ 　 ｖｓ ｖｓ ＧＴ⑮ 決　　勝（女子）

８ ＧＴ⑪ 　 ｖｓ

９ ＧＴ⑫ 　 ｖｓ 準決勝（女子） 決　　勝（女子）

１０ ｖｓ ｖｓ
ＧＴ⑭

ＢＴ⑮

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

ＧＴ⑬

ＢＴ⑭

１４時００分～１４時３０分

１３時３０分～１５時４５分

ＧＴ⑮

閉会式（表彰式）

タイムテーブル　（第３３回若葉カップ全国小学生バドミントン大会）

ＢＴ⑬

　９時００分～１１時１５分 １５時４５分～１８時００分１１時１５分～１３時３０分


