
種　目 優　勝 準優勝 参加数

都道府県対抗 男子 埼玉県 宮崎県 北北海道 福岡県 愛知県 熊本県 青森県 岐阜県 ４９

都道府県対抗 女子 香川県 埼玉県 栃木県 静岡県Ａ 東京都 新潟県 大阪府 熊本県 ４９

男子複４年生以下 末永 逸貴 木田 悠斗 北川 史翔 濱原 和騎 山家 一紗 浅原 大暉 松成 ルーク勇輝 永渕 雄大 　３４
江頭 桜空 中村 舜 工藤 瞳哉 大野 敦 池田 侑輝 高橋 尚也 竹野 聡馬 金子 琉聖
(ＮＰ神奈川[神奈川県]) (勝山チャマッシュＪｒ．[福井県]) (みはらスポーツ文化少年団[栃木県]) (岡垣Ｊｒ．[福岡県]) (ＳＡ東・羽倶楽部[南北海道]) (花岡Ｊｒ．[山口県]) (Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ[福井県]) (川上Ｊｒ．[佐賀県])

男子単４年生以下 内野 陽太 目崎 駿太郎 小野 泰平 柴田 拓実 武田 航太 山﨑 諒羽 高山 優太 毛利 隼人 　３４
(鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉県]) (小野Ｊｒ[新潟県]) (ＮＰ神奈川[神奈川県]) (小平Ｊｒ．[東京都]) (はちみつＪｒ．[新潟県]) (野田中根Ｊｒ．[千葉県]) (あわら飛翔Ｂ．Ｃ[福井県]) (田仁バドクラブ[南北海道])

女子複４年生以下 宮下 彩奈 矢野 渚 篠原 七緒 梅田 莉々子 内田 優衣 東保 芽依 藤田 理咲 戸﨑 雪穂 　３４
宮下 澪奈 小野 涼奈 松本 佳苗 中山 うらら 鈴木 彩也花 詫間 理菜 村田 葵羽 松永 千怜
(吉原[茨城県]) (強戸Ｊｒ．[群馬県]) (橿原Ｊｒ．バド．クラブ[奈良県]) (岡崎Ｊｒ．バド．クラブ[愛知県]) (広幡バドキッズ[静岡県]) (臼杵ＪＢＣ[大分県]) (本通子ども会[南北海道]) (青梅Ｊｒ．[東京都])

女子単４年生以下 郡司 莉子 横内 美海 長廻 真知 森川 すみれ 森山 紗帆 杉山 明日香 山浦 波瑠 長谷川 未来 　３４
(ｔ．ｉｓｈｉｂａ．ｊａｐａｎ[東京都]) (勝沼Ｊｒ．[山梨県]) (おろちクラブ[島根県]) (八郎潟レイクＪｒ．[秋田県]) (ＳＣ菊陽Ｊｒ．[熊本県]) (岩出市バド．スポ少[和歌山県]) (仙台大和Ｊｒ．[宮城県]) (小野Ｊｒ[新潟県])

男子複５年生以下 山川 碧 小室 直椰 荒木 亮磨 森 史怜 阿住 翼 早川 翔夢 野田 好希 福田 陸大 　３４
山下 蒼羽 大久保 智也 毛利 悠人 西田 陽耶 鶴岡 真人 堀口 晃平 余吾 慧 三橋 朋生
(ＰＥＡＣＥＪｒ．[岡山県]) (綾瀬Ｊｒ．バド．クラブ[神奈川県]) (田仁バドクラブ[南北海道]) (上市町Ｊｒ．バド．スクール[富山県]) (鹿島台Ｊｒ．[宮城県]) (ＫＴＪｒ．[熊本県]) (師勝Ｊｒ．バド．クラブ[愛知県]) (伊東ＳＢＣ[静岡県])

男子単５年生以下 奈良岡 功大 河村 翼 武藤 映樹 樋口 輝 川本 拓真 久慈 友也 菊川 旭飛 後藤 弓人 　３６
(浪岡Ｊｒ．バド．クラブ[青森県]) (南郷キューピット[大阪府]) (ＴｅａｍＲＩＳＥ[神奈川県]) (ＰＥＡＣＥＪｒ．[岡山県]) (広島安佐Ｊｒ．[広島県]) (南城小バド．育成会[岩手県]) (南城小バド．育成会[岩手県]) (大垣市ＢＳＳ[岐阜県])

女子複５年生以下 海老澤 彩 大澤 佳歩 大垣 友南 新田 光 佐野 智咲 小澤 捺未 小野 美晴 田島 珠姫 　３４
小川 明華 手戸 愛理 伊藤 空 新田 凪 原 玲 竹澤 知穂 徳岡 梨々香 中村 麻誉
(東少年[茨城県]) (志木Ｊｒ．バド．クラブ[埼玉県]) (宇都宮Ｊｒ．バトミントン[栃木県]) (御幸スポ少バド．部[栃木県]) (富士山バド．クラブ[静岡県]) (松本Ｊｒ．バド．[福井県]) (瓜破西ＳＳＣ[大阪府]) (岡垣Ｊｒ．[福岡県])

女子単５年生以下 内山 智尋 渡邉 楠令帆 貴田 那菜子 宮崎 淳美 織田 遥 福井 美空 中田 千沙妃 藤原 あいか 　３６
(岡垣Ｊｒ．[福岡県]) (おぐにＪｒ．[熊本県]) (長岡京市スポ少[京都府]) (小平Ｊｒ．[東京都]) (松本Ｊｒ．バド．[福井県]) (志木Ｊｒ．バド．クラブ[埼玉県]) (旭川東栄バド．少年団[北北海道]) (Ｊｒ．スクール松山[愛媛県])

男子複６年生以下 岡田 侑生 武井 優太 鈴木 翔馬 佐野 大輔 大高 優良 竹永 大成 佐野 大地 齋藤 晃輝 　３５
伏見 和真 遠藤 彩斗 松本 哲弥 福村 龍 成田 行磯 壇 隆介 岩本 竜介 伴野 匠
(中央バド．スポ少[香川県]) (青梅Ｊｒ．[東京都]) (鳩ヶ谷ウイングス[埼玉県]) (東光小バド．少年団[北北海道]) (弘前キッズバド．クラブ[青森県]) (七山モンキーズ[佐賀県]) (おろちクラブ[島根県]) (横倉Ｊｒ．[宮城県])

男子単６年生以下 中山 裕貴 緑川 大輝 蝦夷森 駿 一井 亮太 川原 怜也 加藤 太基 小川 翔悟 吾妻 健太郎 　４０
(伊勢バド．クラブ[三重県]) (所沢Ｊｒ．バド．クラブ[埼玉県]) (旭川忠和クラブ[北北海道]) (ミッキーズ[岡山県]) (川上Ｊｒ．[佐賀県]) (豊浦ファイターズ[南北海道]) (宮崎バド・キッズ[宮崎県]) (チャレンジャー[埼玉県])

女子複６年生以下 石田 有彩 町田 華梨 遠藤 みのり 今滝 空 松久 紬 住吉 琴菜 佐藤 仁美 佐藤 灯 　３４
韮澤 美羽 小堤 榛菜 藤原 遥花 鎌田 彩羽 宮本 明香 新井田 楓 山上 舞夏 鈴木 陽向
(小野Ｊｒ[新潟県]) (ハルトノ[茨城県]) (インパクト[北北海道]) (ＰＥＡＣＥＪｒ．[岡山県]) (ＮＡＫＡＯＪ．Ｂ．Ｃ[兵庫県]) (伊東ＳＢＣ[静岡県]) (塩竃Ｊｒ．[宮城県]) (鳩ヶ谷ウイングス[埼玉県])

女子単６年生以下 小西 春七 吉川 真白 明地 七海 水井 ひらり 齋藤 夏 和島 百燿 西村 彩花 吉田 瑠実 　４１
(飯野バド．スポ少[香川県]) (香川バド．スクール[香川県]) (瓜破西ＳＳＣ[大阪府]) (ＭＢＴ[三重県]) (鳩ケ谷ウイングス[埼玉県]) (塩竃Ｊｒ．[宮城県]) (八代Ｊｒ．[熊本県]) (小山Ｊｒ．バド．クラブ[栃木県])
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