
7/18 現在
№ 県名 チーム名 備考
1 北海道 旭川忠和クラブ
2 北海道 札幌BEANS
3 ⻘森県 常盤ジュニアバドミントンクラブ
4 宮城県 仙台⼤和ジュニア
5 宮城県 古川ジュニアバドミントンクラブ
6 宮城県 ⽯巻クラブジュニア
7 秋⽥県 第20回ABC⼤会秋⽥県代表
8 ⼭形県 ⽶沢南部JBC
9 ⼭形県 ふじかげバドミントンスポーツ少年団
10 ⼭形県 未記⼊
11 福島県 GWPジュニア
12 福島県 ＧＰＷジュニア
13 福島県 会津ジュニアバドミントンクラブ
14 福島県 坂下バンビィ
15 福島県 福島県代表 C男⼦
16 茨城県 ハルトノクラブ
17 茨城県 桜川Jr.バドミントンクラブ
18 茨城県 恋南バドミントンスポーツ少年団
19 栃⽊県 栃⽊県⼩学⽣バドミントン連盟
20 栃⽊県 プライドジュニア
21 群⾺県 前橋東バドミントンクラブ
22 群⾺県 神明ジュニア
23 埼⽟県 志⽊ジュニア
24 千葉県 スリーセブンジュニア
25 千葉県 Progress Jr.バドミントンクラブ
26 千葉県 ⼤森ジュニアバドミントンクラブ
27 東京都 宝⽊塚ジュニアバドミントンクラブ
28 東京都 NOCKS
29 東京都 たなしMAX.Jr
30 東京都 ⼩平ジュニアバドミントンクラブ
31 神奈川県 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ
32 神奈川県 NP神奈川
33 神奈川県 横浜⽩⼭スポーツ少年団育成会
34 ⼭梨県 中道ジュニア
35 ⼭梨県 勝沼ジュニアバドミントンスポーツ少年団
36 新潟県 豊栄ジュニアバドミントンクラブ
37 新潟県 ⽩根エンゼルス
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38 新潟県 佐渡ジュニアバドミントンスクール
39 新潟県 栃尾ジュニアバドミントンクラブ
40 新潟県 阿賀野ジュニア
41 ⻑野県 南信ジュニア／野村Jr.BC
42 ⻑野県 安曇野バドミントンチャレンジ
43 富⼭県 富⼭和合
44 富⼭県 堀川南ジュニアバドミントンクラブ
45 富⼭県 新湊ジュニアバドミントンクラブ
46 ⽯川県 松任ジュニアバドミントンクラブ
47 ⽯川県 ⾦沢ジュニアバドミントンクラブ
48 福井県 えちぜんジュニアバドミントンクラブ
49 福井県 松本ジュニアバドミントン
50 福井県 ⾜⽻ジュニアバドミントンクラブ
51 愛知県 S.G.Uジュニアバドミントンクラブ
52 愛知県 師勝ジュニアバドミントンクラブ
53 愛知県 はりーあっぷジュニア
54 三重県 明倫スポーツ少年団バドミントン部
55 三重県 有緝スポーツ少年団バドミントン部
56 三重県 ⽟城バドミントンスクール
57 岐⾩県 岐⾩県
58 滋賀県 唐崎ジュニア
59 滋賀県 FANATIC
60 京都府 久御⼭シャトルキッズ
61 京都府 ウイニングショット
62 京都府 京都ジュニア
63 京都府 久御⼭シャトルキッズ
64 ⼤阪府 吹⽥ジュニアコンドル
65 兵庫県 SJBC
66 兵庫県 Itami Angels
67 兵庫県 SJBC
68 和歌⼭県 貴志川バドミントンスポーツ少年団
69 島根県 古賀道場ジュニア
70 岡⼭県 永井バドミントンクラブ
71 広島県 フェニックス久松台スポーツ少年団
72 ⾹川県 ⾹川バドミントンスクール
73 ⾹川県 MBS
74 徳島県 藍住エンジェルスポーツ少年団
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75 徳島県 助任ジュニアバドミントンクラブ
76 愛媛県 神郷JBC
77 愛媛県 神郷JBC
78 愛媛県 宇和JBC
79 愛媛県 中萩JBC
80 愛媛県 中萩JBC
81 福岡県 ヨネックス株式会社
82 福岡県 JBC久留⽶
83 佐賀県 佐賀サンライズバドミントンクラブ
84 ⻑崎県 シャトルズ
85 ⻑崎県 チャンピオン
86 ⼤分県 SJ ひた
87 ⼤分県 ⾼尾⼭ファミリー
88 ⼤分県 宇佐ジュニア
89 ⼤分県 五和ジュニア
90 ⼤分県 ⼤分県⼩学⽣バドミントン連盟事務局
91 ⼤分県 咸宜ジュニアバドミントンクラブ
92 宮崎県 藤⽥研究所
93 ⿅児島県 中⼭バドミントンスポーツ少年団
94 ⿅児島県 南バドミントンスポーツ少年団
95 沖縄県 宮⾥バドミントンクラブ


