
種　目 優　勝 準優勝 参加数

団体戦 男子 新潟県 神奈川県 佐賀県 石川県 岐阜県 長崎県 茨城県 岡山県 　４９

団体戦 女子 東京都 茨城県 宮崎県 新潟県 愛知県 熊本県 栃木県 福岡県 　４９

男子単６年生以下 稲光 翔太郎 内野 陽太 武田 航太 山下 啓輔 吉村 太成 阿部 大輔 宇治 夢登 目﨑 駿太郎 　４３
明野ちびバド[茨城県] 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉県] はちみつＪｒ[新潟県] ＴＯＭＯジュニア[兵庫県] 出水南ジュニア[熊本県] はちみつＪｒ[新潟県] ＴＥＡＭ．ＵＪ[大阪府] 小野Ｊｒ．ＢＣ[新潟県]

男子単５年生以下 武井 凜生 佐藤 椎名 竹澤 陽生 荻原 聖也 牛込 武斗 吉田 翼 阿保 龍斗 松尾 駿 　３７
青梅ジュニア[東京都] マジッポズジュニアＢＣ[青森県] Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ[福井県] 今市ジュニア[栃木県] 川内ジュニアＢＣ[鹿児島県] 田仁バドクラブ[南北海道] 各務原ジュニアＢＣ[岐阜県] 新潟ジュニア[新潟県]

男子単４年生以下 平田 璃月 岩野 滉也 崎野 翔太 大田 隼也 山崎 晃広 森阪 直弘 井上 誠也 斉藤 駿 　３５

永井ＢＣ[岡山県] 西尾ジュニア[愛知県] あすなろ[北北海道] 高岡ジュニア[富山県] 岡垣ジュニア[福岡県] 足羽ジュニア[福井県] みのりバドミントンスポ少[福井県] 五泉バンビ－ノ[新潟県]

女子単６年生以下 郡司 莉子 森山 紗帆 中静 朱里 金廣 美希 森川 すみれ 高橋 美優 奥本 真愛 長谷川 未来 　４３
ＴＥＡＭＩＳＨＩＢＡＪＡＰＡＮ[東京都] 菊陽ジュニア[熊本県] 宇都宮中央ジュニア[栃木県] Ｂｅｅｋｉｄｓ[山口県] 八郎潟レイクジュニア[秋田県] ＨＯＰＥジュニア[兵庫県] キティタイガー[広島県] 小野Ｊｒ．ＢＣ[新潟県]

女子単５年生以下 杉山 薫 梅田 莉々子 大澤 陽奈 小野 涼奈 遠藤 愛加 藤田 星来 佐藤 友美 倉島 美咲 　３７
ハルトノクラブ[茨城県] 岡崎ジュニアＢ．Ｃ[愛知県] たなしＭＡＸＪｒ．[東京都] 強戸ジュニアＢＣ[群馬県] はちみつＪｒ[新潟県] スポーツクラブ富山[富山県] 塩釜ジュニア[宮城県] 三郷ダックスジュニアＢＣ[埼玉県]

女子単４年生以下 吉川 天乃 寺島 成美 明地 陽菜 室屋 奏乃 後藤 咲々 笹原 愛夏 韮澤 百羽 辻井 清加 　３５
Ｎラインクラブ[岡山県] 各務原ジュニアＢＣ[岐阜県] 瓜破西ＳＳＣ[大阪府] ＪＢＣ小倉[福岡県] 東少年バドミントン[茨城県] 川内ジュニアＢＣ[鹿児島県] 小野Ｊｒ．ＢＣ[新潟県[新潟県] 小俣バドミントンスポ少[三重県]

男子複６年生以下 木田 悠斗 藤谷 虎太朗 河辺 颯真 永渕 雄大 三橋 朋生 海野 凌我 関根 陸 長谷部 駿友 　３５

中村 舜 石田 悠斗 志賀 伊吹 金子 琉聖 早川 倫矢 森 遼太 飛田 修 長谷部 亮友
勝山チャマッシュジュニア[福井県] 野々市ジュニアＢＣ[石川県] Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ．[愛知県] 川上ジュニア[佐賀県] ＳＢＣスクール[静岡県] 富士山ＢＣ[静岡県] 芽室町バドミントン少年団[北北海道] 咸宜ジュニア[大分県]

男子複５年生以下 野口 翔平 岡田 啓太朗 中野 文哉 中谷 壱心 中谷 冠太 高橋 翔太 馬屋原 光大郎 大羽 航正 　３５

小原 輝 池田 真那斗 南茂 斗羽 黒川 陽平 葛西 健斗 福岡 祐希 中嶋 関太 伊藤 伊吹
たなしＭＡＸＪｒ．[東京都] 香川バドミントンスクール[香川県] 勝山チャマッシュジュニア[福井県] Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ[福井県] 大同ジュニア[南北海道] 鳩ヶ谷ウイングス[埼玉県] Ｋａｍｉｓクラブ[鳥取県] Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ．[愛知県]

男子複４年生以下 林 顕吾 鴻江 翔伍 片山 裕翔 山腰 悠太 岡本 賛多 竹野 輔 伊藤 康太郎 野田 侑聖 　３５

櫻井 煌介 佐々木 大樹 犬嶋 宏介 石崎 太一 中島 陸 池田 結哉 中川 友那 矢島 泰雄
宇都宮ダッシングクラブ[栃木県] 佐渡ジュニア[新潟県] 東光小バドミントン少年団[北北海道] 海老津ジュニア[福岡県] ウイニングショット[京都府] Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ[福井県] 鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉県] 羽島クラブ[岐阜県]

女子複６年生以下 宮下 澪奈 鈴木 彩也花 播摩 朋奈 成富 稀咲 鶴下 椋子 花井 愛梨 小川 咲亜弥 山本 鈴乃 　３５

宮下 彩奈 内田 優衣 岡田 恭佳 下村 理華 益田 萌寧 宮崎 愛未 志知 柚奈 山本 琴乃
吉原バドミントン[茨城県] 広幡バドキッズ[静岡県] 中島ジュニアＢＣ[石川県] 牛津ＪＢＣ[佐賀県] ＫＴジュニア[熊本県] 高台バドミントン少年団[北北海道] 大垣北バドミントン少年団[岐阜県] はりーあっぷジュニア[愛知県]

女子複５年生以下 八角 真帆 福田 紗奈 宮本 蒼依 石橋 結子 大嶺 花奈 上岡 美月 伊敷 妃菜美 久湊 菜々 　３５

秋庭 夢来 石井 なつみ 東山 夕姫 古茂田 倭子 金城 未歩 竹森 美優 新垣 瑠香 石田 萌
蓮田サウスシャトラーズ[埼玉県] 横浜白山バドミントンスポ少[神奈川県] ＮＡＫＡＯＪ．Ｂ．Ｃ[兵庫県] 成沢バドミントン[茨城県] 糸満ジュニア[沖縄県] 香川バドミントンスクール[香川県] 糸満ジュニア[沖縄県] はりーあっぷジュニア[愛知県]

女子複４年生以下 岩西 真那 千北 梨花子 糸長 奈保 小山 日咲 日野石 杏 金澤 志歩 小笠原 未結 実本 遼花 　３５

藤田 美咲 今村 涼 城戸 美潤 太田 温彩 豊口 紗智華 樋口 未羽 浦田 綺音 伊藤 夢華
Ｔｅａｍｃｌｏｖｅｒ[東京都] 荘島クラブ[福岡県] 海老津ジュニア[福岡県] 多賀城ジュニア[宮城県] 広島安佐ジュニア[広島県] 藍住エンジェル[徳島県] 七戸ジュニアＢＣ[青森県] 鳥栖ジュニア[佐賀県]

三　位 五　位
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