
種　目 優 勝 準優勝 参加数
都道府県対抗団体戦 男子 鹿児島県 東京都 南北海道 栃木県 茨城県 埼玉県 熊本県 石川県 　４８
都道府県対抗団体戦 女子 鹿児島県 東京都 香川県 埼玉県 大阪府 愛媛県 茨城県 熊本県 　４８
男子単４年生以下 山下 恭平 山澤 直貴 川原 聡麿 佐藤 雄輝 本田 大樹 川波 篤史 森永 雅弘 山元 拓摩 　３４

(ＰＥＡＣＥＪｒ．) (ＡＪＢＣ) (川上Ｊｒ．) (あおばイーグルス) (ピスコムＪｒ．) (木太Ｊｒ．) (光Ｊｒ．) (田崎少年団)
男子単５年生以下 三橋 健也 小林 大吾 小倉 由嵩 小川 桂汰 上原 尚仁 中村 友哉 広瀬有規 渡辺 勇大 　３４

(前橋東Ｂ．) (塩竃Ｊｒ．) (小平Ｊｒ．) (羽球友の会大井川Ｊｒ) (糸満Ｊｒ．) (中央Ｊｒ．) (安永Ｂ．スクール) (小平Ｊｒ．)
男子単６年生以下 古賀 穂 玉手 勝輝 常山 幹太 下農 走 西村 達也 近藤 峻矢 西 豊 下川 大樹 　３４

(岡垣Ｊｒ．) (横倉Ｊｒ．) (育成Ｊｒ．) (瓜破西ＳＳＣ) (五泉バンビーノ) (師勝Ｊｒ．) (塩竃Ｊｒ．) (榕城小学校)
男子複４年生以下 佐藤 晴彦 久場 圭祐 新里 智司 岡田 竜征 上田 竜也 小野寺 泰雅 大那 慎 高井 俊暢 　３４

岡本 優幹 河野 敦紘 田場 盛吾 伏見 勇真 福嶋 壮太 山下 瑠紀哉 小林 隆作 林 貴光
(香川Ｂ．スクール) (岡垣Ｊｒ．) (糸満Ｊｒ．) (中央Ｂ．スポ少) (所沢Ｊｒ．) (高台Ｂ．少年団) (白根エンゼルス) (ＥＡＳＴ－ＫＩＤＳ)

男子複５年生以下 光島 理貴 千葉 一孝 霜上 雄一 葛葉 朋彦 相馬 匠 後藤 亮貴 尾崎 公哉 中川 寛樹 　３４
坂牧 大地 米村 拓 春成 星哉 谷口 雄祐 大沼 琢弥 小高 一純 鈴木 駿介 野田 悠斗
(東光Ｂ．少年団) (常盤Ｊｒ．クラブ) (フレームクラブ) (ＥＡＳＴ－ＫＩＤＳ) (山口Ｂ．スポ少) (鳩ヶ谷ウイングス) (大徳Ｊｒ．) (川上Ｊｒ．)

男子複６年生以下 小森園 隆平 服部 秀治 山本 航輝 嶋 崇志 牛尾 祐貴 中峰 信太朗 浅尾 修作 笹川 大志 　３４
山下 京 近藤 隼人 佐藤 康平 西嶋 眞太郎 中山 大輔 中島 健汰 峯 幸佑 篠原 麟太郎
(西池Ｊｒ．) (足羽Ｊｒ．) (おろちＢ．クラブ) (金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ) (ＮＡＫＡＯＪｒ．) (小樽ＳＡＷＡＪｒ．) (南阿蘇Ｊｒ．) (皇徳寺少年団)

女子単４年生以下 仁平 菜月 谷水 亜里紗 舟橋 佳歩 吾妻 咲弥 喜岡 奈美 青山 栞子 川島 美南 和田 毬代 　３４
(恋南) (小俣町スポ少Ｂ．部) (忠和クラブ) (チャレンジャー) (花園Ｊｒ．Ｂ．) (ミッキーズ) (鳩ヶ谷ウイングス) (ＷｈｉｔｅＲａｂｂｉｔＢＣ)

女子単５年生以下 山口 茜 斉藤 ひかり 志田 千陽 齋藤 栞 川上 紗恵奈 安田 美空 山中 菜乃子 上原 和子 　３４
(勝山南部Ｊｒ．) (小樽ＳＡＷＡＪｒ．) (八郎潟レイクＪｒ．) (鳩ヶ谷ウイングス) (長岡京市スポ少) (吹田Ｊｒ．コンドル) (香川Ｂ．スクール) (糸満Ｊｒ．)

女子単６年生以下 仲井 由希乃 大堀 彩 荒木 茜羽 川島 里羅 中村 幸 甲斐 妃美子 濱北 もも 東野 有紗 　３４
(練馬Ｊｒ．ＢＣ) (ＧｌｏｒｙＣｌｕｂ) (春日部白翔) (チャレンジャー) (釧路Ｊｒ．) (Ｊｒ．Ｂｉｒｄｓ) (四條畷学園小学校) (ＴｅａｍＯＫＡＢＥ)

女子複４年生以下 小田 菜摘 花田 麻由 大家 夏稀 乾 英奈 川上 めぐ 野島 心 大槻 紗希 足利 祐稀乃 　３４
上杉 夏美 片桐 麻友花 築山 綾乃 二村 ひとみ 米田 愛弥 森川 紗彩華 沼倉 樹奈 鈴木 ゆうき
(広島安佐Ｊｒ．) (若松子供会) (ＯＫＪｒ．) (横浜白山Ｂ．スポ少) (橿原Ｊｒ．Ｂ．クラブ) (ＰＥＡＣＥＪｒ．) (横倉Ｊｒ．) (塩竃Ｊｒ．)

女子複５年生以下 石橋 舞 佐久間 芽依 鈴木 優香 引地 由希奈 高島 亜美 金子 茉鈴 重松 花苗 石橋 麻美子 　３４
重田 美空 齋藤 優衣 松本 未玖 児玉 実知花 林 茉里奈 志波 綾香 上村 琴音 木曽 七海
(岡垣Ｊｒ．) (横倉Ｊｒ．) (釧路Ｊｒ．) (皇徳寺少年団) (中央Ｂ．スポ少) (川上Ｊｒ．) (チャレンジャー) (鎌ヶ谷Ｊｒ．)

女子複６年生以下 中野 愛美 大槻 由衣 西村 愛里 小林 礼佳 茂野 みゆき 尾崎 沙織 桶田 彩乃 大畑 愛 　３４
若林 杏佳 笠間 里咲 梶内 彩理 山田 真実 手塚 蘭 粂谷 百香 當山 朝子 中村 伽菜
(海老津Ｊｒ．) (横倉Ｊｒ．) (香川Ｂ．スクール) (フェニックス) (薮塚Ｊｒ．) (蓮田サウスシャトラーズ) (蓮田サウスシャトラーズ) (羽球友の会大井川Ｊｒ)
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