
種　目 優　勝 準優勝
都道府県対抗
団体戦　男子

福井県 青森県 福島県 栃木県 鳥取県 熊本県 千葉県 東京都

都道府県対抗
団体戦　女子

栃木県 熊本県 新潟県 岡山県 埼玉県 香川県 大阪府 群馬県

奈良岡 功大 河村 翼 後藤 サン 秦野 陸 山崎 孝樹 武藤 映樹 川本 拓真 樋口 輝

(浪岡Ｊ．Ｂ．Ｃ．[青森県]) (南郷キューピット[大阪府]) (所沢Ｊ．Ｂ．Ｃ．[埼玉県]) (芽室少年団[北北海道]) (岡垣Ｊｒ．[福岡県]) (厚木Ｊｒ．[神奈川県]) (広島安佐Ｊｒ．[広島県]) (ＰＥＡＣＥＪｒ．[岡山県])

蝦夷森 駿 緑川 大輝 寺島 颯大 川原 怜也 中山 裕貴 服部 輝正 西原 弘崇 廣澤 紫雲

(旭川忠和クラブ[北北海道]) (所沢Ｊ．Ｂ．Ｃ．[埼玉県]) (仙台大和Ｊ．Ｂ．Ｃ．[宮城県]) (川上Ｊｒ．[佐賀県]) (伊勢Ｂ．Ｃ．[三重県]) (足羽Ｊ．Ｂ．Ｃ．[福井県]) (西郷Ｊ．Ｂ．Ｃ．[鳥取県]) (ｋｏｊｉｍａＢＣ[岐阜県])

吉田 昇永 鈴木 雄治 大林 拓真 高上 麟龍 小本 大佑 筑後 恵太 森田 新太郎 友金 利玖斗
(市原Ｊｒ．[千葉県]) (御幸スポ少Ｂ．部[栃木県]) (勝山南部Ｊ．Ｂ．Ｃ．[福井県]) (ＧＰＷＪｒ．[福島県]) (北部Ｊｒ．[熊本県]) (湯本Ｂ．Ｃ．[岩手県]) (宮崎バド・キッズ[宮崎県]) (ＴＯＭＯＪｒ．[兵庫県])

池端 元哉 覧村 龍之介 小野 泰平 矢畑 加月 森 史怜 池本 裕翔 荒木 亮磨 堀口 晃平
嶽本 樹希 江頭 桜空 末永 逸貴 桒原 彰吾 西田 陽耶 小笠原 悠吾 毛利 隼人 早川 翔夢
(北部Ｊｒ．[熊本県]) (厚木Ｊｒ．[神奈川県]) (ＮＰ神奈川[神奈川県]) (前橋東Ｂ．Ｃ．[群馬県]) (上市町Ｊｒ．Ｂ．Ｓ．[富山県]) (ワークＪｒ．[高知県]) (壮瞥町スポ少[南北海道]) (ＫＴＪｒ．[熊本県])

柏原 迅 伏見 和真 鈴木 翔馬 齋藤 晃輝 佐野 大輔 祢占 翔士騎 奥秋 祐人 島田 淳生
曽根原 唱 岡田 侑生 松本 哲弥 伴野 匠 福村 龍 廣瀬 泰生 尾崎 透生 西林 政樹
(チームＮＡＢＡ[長野県]) (中央Ｂ．スポ少[香川県]) (鳩ヶ谷ウイングス[埼玉県]) (横倉Ｊｒ．Ｂ．[宮城県]) (旭川東光小少年団[北北海道]) (鹿児島Ｊｒ．Ｂ．Ｓ．[鹿児島県]) (帯広Ｊｒ．クラブ[北北海道]) (橿原Ｊ．Ｂ．Ｃ．[奈良県])

有馬 尭嗣 斉藤 大樹 南茂 蓮太 上田 竜也 杉山 潤 吉本 光太朗 古賀 健太郎 田島 輝哉
山内 恭弥 宮本 章吾 斎藤 楓 福嶋 壮太 岩岡 力也 渡部 昌太 荒谷 亮 伊藤 良樹
(浪岡Ｊ．Ｂ．Ｃ．[青森県]) (壮瞥町スポ少[南北海道]) (勝山南部Ｊ．Ｂ．Ｃ．[福井県]) (所沢Ｊ．Ｂ．Ｃ．[埼玉県]) (ハルトノ[茨城県]) (東雲ＢＳＳ[愛媛県]) (多久スポーツピア[佐賀県]) (岡垣Ｊｒ．[福岡県])

内山 智尋 福井 美空 宮崎 淳美 高橋 咲妃 貴田 那菜子 中田 千沙妃 木村 百伽 郡司 莉子
(岡垣Ｊｒ．[福岡県]) (志木Ｊ．Ｂ．Ｃ．[埼玉県]) (小平Ｊ．Ｂ．Ｃ．[東京都]) (垂井ＪＳＣ[岐阜県]) (長岡京市スポ少[京都府]) (旭川東栄少年団[北北海道]) (岐南Ｂ．Ｃ．[岐阜県]) (ｔ．ｉｓｈｉｂａ．ｊａｐａｎ[東京都])

水井 ひらり 明地 七海 和島 百燿 吉川 真白 齋藤 夏 五十嵐 温 西村 彩花 高橋 未羽
(ＭＢＴ[三重県]) (瓜破西ＳＳＣ[大阪府]) (塩竈Ｊｒ．[宮城県]) (香川Ｂ．Ｓ．[香川県]) (鳩ヶ谷ウイングス[埼玉県]) (小野Ｊｒ[新潟県]) (八代Ｊｒ．[熊本県]) (所沢Ｊ．Ｂ．Ｃ．[埼玉県])

髙橋 明日香 平野 紗妃 永井 瀬雰 由良 なぎさ 小野 美来 岩永 鈴 鈴木 ゆうき 山口 萌
(足利Ｊ．Ｂ．Ｃ．[栃木県]) (飯野Ｂ．スポ少[香川県]) (小野Ｊｒ[新潟県]) (強戸Ｊｒ．[群馬県]) (瓜破西ＳＳＣ[大阪府]) (柳井ＪＢＣ[山口県]) (塩竈Ｊｒ．[宮城県]) (ＫＳＢＣ－Ｊｒ[神奈川県])

小野 美晴 大澤 佳歩 田島 珠姫 小川 明華 山内 優奈 奥村 友梨 新田 光 小澤 捺未
徳岡 梨々香 手戸 愛理 中村 麻誉 海老澤 彩 阿部 亜矢乃 中川 えみり 新田 凪 竹澤 知穂
(瓜破西ＳＳＣ[大阪府]) (志木Ｊ．Ｂ．Ｃ．[埼玉県]) (岡垣Ｊｒ．[福岡県]) (東少年[茨城県]) (常盤Ｊ．Ｂ．Ｃ．[青森県]) (各務原Ｊ．Ｂ．Ｃ．[岐阜県]) (御幸スポ少Ｂ．部[栃木県]) (松本Ｊ．Ｂ．Ｃ．[福井県])

石田 有彩 住吉 琴菜 佐藤 灯 海老原 香澄 佐藤 仁美 幸 凪紗 光岡 涼風 今滝 空
韮澤 美羽 武田 楓 鈴木 陽向 土屋 芽依美 山上 舞夏 福崎 咲記子 村岡 遥 鎌田 彩羽
(小野Ｊｒ[新潟県]) (伊東ＳＢＣ[静岡県]) (鳩ヶ谷ウイングス[埼玉県]) (小山Ｊ．Ｂ．Ｃ．[栃木県]) (塩竈Ｊｒ．[宮城県]) (上人Ｊｒ．[大分県]) (川上Ｊｒ．[佐賀県]) (ＰＥＡＣＥＪｒ．[岡山県])

石村 亜美 森 沙耶 高橋 佑妃 平田 燈 吉田 実央 木村 茉梨奈 片渕 未夢 吉田 彩夏
山口 貴子 森本 暁音 松島 悠希 林 樂 須田 栞菜 中村 風月 阿部 美咲 五郎丸 枝栞
(ＫＴＪｒ．[熊本県]) (ＫＴＪｒ．[熊本県]) (北九州スピリッツ[福岡県]) (練馬Ｊ．Ｂ．Ｃ．[東京都]) (桐生川内Ｊｒ．[群馬県]) (勝山Ｊ．Ｂ．Ｃ．[福井県]) (愛宕東少年団[北北海道]) (中央Ｂ．スポ少[香川県])
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