
種　目 優　勝 準優勝 参加数
都道府県対抗団体戦 男子 神奈川県 栃木県 福岡県 富山県 東京都 鳥取県 大阪府 滋賀県 ４９
都道府県対抗団体戦 女子 埼玉県 千葉県 栃木県 神奈川県 南北海道 大阪府 東京都 青森県 ４９

男子単６年生以下 沖本 優大 中川 友那 谷岡 大后 佐藤 瑠活 今田 竜大 太田 匡亮 寺内 遥大 渡邊 至 　４２

(原ジュニア[広島県]) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉県]) (たまひよじゅにあ[高知県]) (仙台大和ジュニア[宮城県]) (奥羽ＪＢＣ[山形県]) (垂井ＪＳＣ[岐阜県]) (小山ＪＢＣ[栃木県]) (ＦＵＴＡＧＯ．Ｊｒ[神奈川県])

男子単５年生以下 齊藤 礼 松川 健大 津川 祐太 髙木 慎二郎 中村 拓幹 稲川 蓮二郎 藤吉 珠李 江見 友希 　３６

(岡垣ジュニア[福岡県]) (青葉ジュニアバドミントンクラブ[神奈川県]) (札幌ＢＥＡＮＳ[南北海道]) (垂井ＪＳＣ[岐阜県]) (広島安佐ジュニア[広島県]) (豊栄ジュニアバドミントンクラブ[新潟県]) (海老津ジュニア[福岡県]) (ＡＢＣＪｒ．[岡山県])

男子単４年生以下 澤田 修志 長束 翔太 木根 知哉 高野 日向 田上 幹太 遠藤 淳生 石井 叶夢 川野 寿真 　３４
(帯広ジュニアバドミントンクラブ[北北海道]) (大里東スポーツ少年団[愛知県]) (長岡京市スポ少[京都府]) (出水南ジュニア[熊本県]) (ＴＴＢＣ[熊本県]) (美鈴が丘ＪＢＣ[広島県]) (春日部白翔[埼玉県]) (岡垣ジュニア[福岡県])

女子単６年生以下 岩戸 和音 山北 奈緒 山家 くるみ 須藤 海妃 今泉 明日香 田口 真彩 遠藤 美羽 黒川 璃子 　４２
(愛宕東バドミントン少年団[北北海道]) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉県]) (北海道ハイテクＡＣＡ[南北海道]) (岡垣ジュニア[福岡県]) (牛津ＪＢＣ[佐賀県]) (くれよんクラブ[宮崎県]) (足利ラフ・ダイヤモンド[栃木県]) (春日部白翔[埼玉県])

女子単５年生以下 樋口 吹羽 玉木 亜弥 秋田 まな 平本 梨々菜 砂川 温香 横内 美音 松田 仁衣菜 宮崎 友花 　３６
(藍住エンジェル[徳島県]) (たなしＭＡＸＪｒ．[東京都]) (永井ＢＣ[岡山県]) (池田バドミントン少年団[岐阜県]) (流山ジュニア[千葉県]) (甲府ジュニアバドミントンクラブ[山梨県]) (金井学園ジュニア[福井県]) (瓜破西ＳＳＣ[大阪府])

女子単４年生以下 山本 優愛 東谷 悠妃 伊藤 康乃 山口 栞菜 山田 桧菜乃 突沖 花歩 文元 日菜 柳生 紗羽海 　３４

(みかクラブ[愛知県]) (忠和クラブ[北北海道]) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉県]) (大徳ジュニアバドミントンクラブ[石川県]) (ＣＯＬＯＲＳ[福岡県]) (美鈴が丘ＪＢＣ[広島県]) (田原スマッシュＢＣ[大阪府]) (鴻ノ池中央バドミントンスポーツ少年団[奈良県])

男子複６年生以下 関根 翔太 石本 藍利 野口 駿平 古株 大智 新木 統 大石 陽都 菅井 康司 鋤崎 覇流 　３４

金本 光巧 鍜冶 駿樹 栁川 瑠生 清水 瑠斗 新木 颯 白石 大智 渡邊 麗音 中村 光惺
(青梅ジュニアバドミントンクラブ[東京都]) (美川湊ジュニアバドミントンクラブ[石川県]) (たなしＭＡＸＪｒ．[東京都]) (志木ジュニアバドミントンクラブ[埼玉県]) (大栄バドミントン育成会[鳥取県]) (Ｉｎｎｏｃｅｎｔ[兵庫県]) (はちみつＪｒバドミントンクラブ[新潟県]) (北部ジュニアクラブ[熊本県])

男子複５年生以下 坂本 安樹 勝又 翔哉 猪股 佑仁 石原 克起 毛利 倖人 森 蒼介 馬場 快成 野村 雅人 　３４

櫻井 慎大 勝又 悠翔 髙坂 悠陽 森山 大夢 田部 時生 大森 愛叶 松本 啓汰 田中 陽悠

(宇都宮ＪＢ[栃木県]) (富士山バドミントン[静岡県]) (浪岡ジュニアバドミントンクラブ[青森県]) (あかねジュニア[広島県]) (田仁バドクラブ[南北海道]) (久谷ＢＳＳ[愛媛県]) (はりーあっぷジュニア[愛知県]) (大野ジュニア[福井県])

男子複４年生以下 佐藤 策太 祗園田 隼人 寺西 怜生 岡部 翔 宮﨑 直也 渡邉 悠生 谷口 康生 田中 唯月 　３４

弓削 綾登 中原 秀駿 森下 虎愛 根本 舜生 安達 琉偉 末村 豪羽 山崎 翔叶 増田 大輝
(宝木塚ジュニア[東京都]) (北部ジュニア[熊本県]) (Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ．[愛知県]) (綾瀬ジュニアバドミントンクラブ[神奈川県]) (おぐにジュニア[熊本県]) (滝川フルールジュニア[北北海道]) (東光小バドミントン少年団[北北海道]) (広島安佐ジュニア[広島県])

女子複６年生以下 藤井 史穂 宮城 青空 櫻井 優香 橋村 羽奏 唐 欣宇 竹本 千穂 楠森 美羽 安部 遥香 　３４

吉岡 葉菜 日野原 颯 湯本 凜音 竹内 遥香 古舘 菜々美 堀 小雪 川野 楓華 金山 璃子

(Ｄ☆ＡＲＭＹ[大阪府]) (三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ[埼玉県]) (志木ジュニアバドミントンクラブ[埼玉県]) (小平ジュニアバドミントンクラブ[東京都]) (師勝ジュニアバドミントンクラブ[愛知県]) (ミッキーズ[岡山県]) (若竹クラブ[福岡県]) (おおいジュニア[福井県])

女子複５年生以下 鈴木 あいり 青木 優羽 上山 怜来 吉田 明永 後藤 美命 堀 優芽 松浦 希歩 原田 夏帆 　３４

中野 真里 平田 涼 末永 萌々歌 保谷 芽依 白川 純 前田 瑠唯 髙木 杏珠 星野 紗花
(鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ[千葉県]) (桜川Ｊｒ．バドミントンクラブ[茨城県]) (帯広ジュニアバドミントンクラブ[北北海道]) (市原ジュニア[千葉県]) (岐南ジュニアバドミントンクラブ[岐阜県]) (里きっず[滋賀県]) (みかクラブ[愛知県]) (東光小バドミントン少年団[北北海道])

女子複４年生以下 伊藤 菜央加 堀田 菜々花 石井 空 宮崎 凛 関野 妃奈 草間 結 小山 涼風 阿部 唯愛来 　３４

岡本 芽 永渕 友梨華 戸上 凛 勘傳 歩美 大津 妃奈乃 生井 穂乃果 浅野 真央 石井 愛莉
(師勝ジュニアバドミントンクラブ[愛知県]) (川上ジュニア[佐賀県]) (ＰＥＡＣＥジュニア[岡山県]) (オールエイジジュニア[石川県]) (札幌ＢＥＡＮＳ[南北海道]) (西豊田バドミントン[茨城県]) (宇都宮中央ジュニア[栃木県]) (たなしＭＡＸＪｒ．[東京都])

三　位 五　位
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