
1 強化指定A 男子 西野勝志 筑波大学 2

2 強化指定A 男子 藤田　遼 金沢学院クラブ

3 強化指定A 男子 新居　克哉 みかん

4 強化指定B 男子 吾野　文人 関西学院大学 4

5 強化指定B 男子 濵中　裕太 RSﾊﾏﾅｶ

6 強化指定B 男子 河内　達哉 同志社大学 4

7 強化指定B 男子 中川　正麻 中央大学 1

8 強化指定B 男子 渡部 翔大 松山大学 4

9 強化指定B 男子 白石　昂大 松山大学 4

10 強化指定B 男子 鈴木 慎也 松山大学 3

11 強化指定B 男子 竹永　周平 松山大学 3

12 強化指定B 男子 長谷部　伸洋 松山大学 2

13 強化指定B 男子 甲斐　一 松山大学 2

14 強化指定B 男子 本田　竜也 松山大学 1

15 強化指定B 男子 川窪　豪人 松山大学 1

16 強化指定B 男子 真田　康心 ワケスポーツ

17 強化指定B 男子 渡部 大吾 ワケスポーツ

18 強化指定B 男子 米持　雄貴 スマッシュ

19 キャリヤ 男子 江口　恵哉 松山大学 4

20 キャリヤ 男子 佐藤　寛倫 イチミヤ

21 キャリヤ 男子 真鍋　聡志 イチミヤ

22 キャリヤ 男子 村上　真次郎 スマッシュ

23 キャリヤ 男子 大呂　健二 四国ガス

24 キャリヤ 男子 権田　光輔 イチミヤ

25 キャリヤ 男子 平塚　祐也 みかん

26 キャリヤ 男子 加藤　正悟 みかん

27 キャリヤ 男子 小村　肇 愛媛大学 3

28 キャリヤ 男子 永井　光 愛媛大学 2

29 キャリヤ 男子 山崎　竜太郎 愛媛大学 2

1 強化指定A 女子 山中　芹里 筑波大学 3

2 強化指定A 女子 森賀　佳奈 川東中教員

3 強化指定A 女子 金浦　紗樹 AC長野パルセイロ

4 強化指定B 女子 菅野 菜々 松山大学 3

5 強化指定B 女子 有田　侑希　 東海興業

6 強化指定B 女子 伊野 紫菜 松山大学 4

7 強化指定B 女子 倉本 梨香 松山大学 4

8 強化指定B 女子 粟井 美鈴 松山大学 4

9 強化指定B 女子 伊野 紫惟 松山大学 2

10 強化指定B 女子 松島　みなみ 松山大学 2

11 強化指定B 女子 蓮沼　紗季 松山大学 1

12 強化指定B 女子 原　　沙稀乃 松山市役所

13 強化指定B 女子 苅屋 瑠里 ワケスポーツ

14 キャリヤ 女子 大條　亜津紗 スマッシュ

15 キャリヤ 女子 安藤　真里絵 みかん

16 キャリヤ 女子 加地　まどか スマッシュ

17 キャリヤ 女子 倉本 実歩 愛媛銀行

18 キャリヤ 女子 曽我部　幸穂 松山大学 2

＜概要＞
　培った経験を生かし、ジュニア層の強化を主
に取り組む選手

＜選考基準＞
　○県大会
　・県選手権S4・D2以上
　・グラチャンS8・D8以上
　・社会人S4以上
　・混合M4以上
　・四国総合予選S8・D8以上

　○学生大会
　・四国インカレS4・D4以上
　・中四国S8・D4以上
　・中四九S8・D8以上

一般一般一般一般 性別 名前 所属 学年
今回の選考目的

今年度、愛媛県で開催される全国高等学校選
抜大会に向けた強化を図るため、今回のトレ
センに限り多数の一般選手を集結する。

強化指定A選手

＜概要＞
　国体に向け強化を図る選手

＜選考基準＞
　・H29年度国体選手

強化指定B選手

＜概要＞
　県内上位選手として強化を図る選手

＜選考基準＞
　○県大会
　・国体予選S8以上
　・県選手権S2・D1以上
　・グラチャンS4・D4以上
　・社会人S2・D1以上
　・混合M2以上
　・四国総合予選S4・D4以上

　○学生大会
　・四国インカレS2・D2以上
　・中四国S4・D2以上
　・中四九S4・D4以上

キャリヤ選手



性別 名前 所属 学年

1 強化指定 男子 原田峻佑 新田 3

2 強化指定 男子 曽我部祥多 新田 3

3 強化指定 男子 加地智騎 新東 3

4 強化指定 男子 石橋宏海 新田 2

5 強化指定 男子 楠　航介 新田 2

6 強化指定 男子 永井　蛍 新田 2

7 強化指定 男子 八坂教生 新田 2

8 強化指定 男子 甲斐聡一郎 新田 1

9 強化指定 男子 鎌田雄太 新田 1

10 強化指定 男子 神山新悟 新田 1

1 全国選抜強化
男子
団体

新田高校

2 全国選抜強化
男子
団体

新居浜東高校

1 強化指定 女子 横山　澪 新田 3

2 強化指定 女子 原田のどか 新田 3

3 強化指定 女子 清家菜々子 新東 2

4 強化指定 女子 近藤七帆 新東 2

5 強化指定 女子 星加実玖 新東 1

6 強化指定 女子 宮本有紗 新田 2

7 強化指定 女子 西岡奈都 新田 1

8 強化指定 女子 平井愛乃 新田 1

1 継続指定 女子 黒川碧夕 新田 1

2 継続指定 女子 鈴木ことみ 新東 1

1 全国選抜強化
女子
団体

新田高校

2 全国選抜強化
女子
団体

新居浜東高校

・H29年度全国高校選抜大会出場校所属選手
・H29年度県総体 単ベスト８・複ベスト４
・H29年度JOC県予選 単ベスト４・複ベスト２
・H29年度県新人大会 単ベスト８・複ベスト４
・H28年度県選手権大会 単ベスト８・複ベスト４
・H28年度グランドチャンピオン出場者
 以上に該当する選手
主に強化指定選手・継続選手を強化するために、他
のカテゴリーとのスパーリングを行う。状況によっ
ては同じ練習やゲームを行い、強化指定選手へ推薦
する場合がある。

協力選手

・H29年度全国高校選抜大会出場校所属選手
・役割を理解し、協力を申し出た選手
 以上に該当する選手
主に強化指定選手・継続選手を強化するために、他のカ
テゴリーの選手へのノックやスパーリング、練習の補助
などを行う。

U１８U１８U１８U１８

強化指定選手
・H29年度国体愛媛県代表選手４名
・H29年度国体最終選考出場者
・H29年度県総体　単ベスト４・複ベスト２，
・H29年度四国総体　単複ベスト４
・H29年度四国総合県予選　単複ベスト４
・H29年度JOC県予選　単ベスト２・複１位
・H29年度県新人大会　単ベスト４・複ベスト２
・H28年度県選手権大会　単ベスト４・複ベスト２
・H28年度グランドチャンピオン　単複ベスト４
・H29年度全高校選抜大会団体登録選手（7名まで）・H29年度全高校選抜大会団体登録選手（7名まで）・H29年度全高校選抜大会団体登録選手（7名まで）・H29年度全高校選抜大会団体登録選手（7名まで）
　以上から選考

継続指定選手継続指定選手継続指定選手継続指定選手

昨年度Ｕ１５で強化指定だった選手は、１年間は継続し
て強化指定選手とする。

スパーリング



1 強化指定 男子 増本　康祐 久米中学校 3

2 強化指定 男子 平塚　聖玲夏 愛大附属中学校 3

3 強化指定 男子 川上　力 土居中学校 3

4 強化指定 男子 黒川　大亮 川内中学校 3

5 強化指定 男子 川上　颯太 宇和中学校 3

6 強化指定 男子 藤田　耀将 角野中学校 2

7 強化指定 男子 篠原　稀跡 津田中学校 2

8 強化指定 男子 松井　秀斗 津田中学校 2

9

10

1 強化指定 女子 石川　真愛 大生院中学校 3

2 強化指定 女子 大野　美海 久谷中学校 3

3 強化指定 女子 櫻田　さくら 道後中学校 3

4 強化指定 女子 真木　ほのか 丹原東中学校 3

5 強化指定 女子 大森　星空 西条北中学校 2

6 強化指定 女子 山内　若奈 久谷中 2

7 強化指定 女子 光田　萌恵 久谷中 2

8 強化指定 女子 山口　愛佳 久谷中 2

9 強化指定 女子

10 強化指定 女子

U15U15U15U15

県総体上位選手（Ｓ・Ｄとも１位）
県新人上位選手（Ｓ・Ｄとも１位）
第１７回全日本中学生バドミント

ン大会出場選手
第１８回全日本中学生バドミント
ン大会出場選手（決定後追加）

性別 名前 所属 学年
強化指定


