
種　目 優　勝 準優勝 参加数
都道府県対抗
団体戦 男子

富山県 京都府 埼玉県 長野県 東京都 山形県 栃木県 神奈川県 ４９

都道府県対抗
団体戦 女子

鹿児島県 東京都 茨城県 兵庫県 愛知県 神奈川県 福島県Ａ 宮城県 ４９

男子単 松本 眞優 萩原 駿希 坂口 功 寺島 拓夢 舛田 遼羽 田阪 春馬 三石 草太 芦田 潤平 ４１
６年生以下 ＵＤＣ[栃木県] 鳩ヶ谷ウイングス[埼玉県] 渋谷ジュニア[東京都] チームＴＲＹ[宮城県] 高岡ジュニア[富山県] フューチャー[香川県] 新湊カモンＳＣ[富山県] ふらっとジュニア[新潟県]

男子単 松下 一誠 安田 翔 西村 采人 青木 一馬 中塚 大翔 小川 真輝 有江 桜空 篠原 康輔 ３４
５年生以下 ＳｐａｒｋｙＪｒ[北北海道] 富山和合[富山県] 松任ジュニア[石川県] 南木曽ジュニア[長野県] Ｐａｎａ－Ｊ[滋賀県] 美鈴が丘ＪＢＣ[広島県] 川越ジュニア[埼玉県] 中萩ＪＢＣ[愛媛県]

男子単 串間 太政 篠原 緑 田沢 太一 馬詰 瑛翔 鈴木 大翔 大束 龍歳 向 唯斗 髙畠 央侑 ３４
４年生以下 ＵＮＡＩＤ宮崎[宮崎県] 志木ジュニア[埼玉県] 所沢ジュニア[埼玉県] 志木ジュニア[埼玉県] ＮＰ神奈川[神奈川県] 青葉ジュニアＢＣ[神奈川県] ＦＡＮＡＴＩＣ[滋賀県] ＷＩＮＮＥＲ[熊本県]

女子単 阿波 芽衣咲 小林 佳依 芳賀 凜歩 上野 優寿 松戸 海 佐藤 心彩 中沢 莉子 原口 倖歩 ４１
６年生以下 岡垣ジュニア[福岡県] 佐用ＢＪＣ[兵庫県] 石巻クラブ[宮城県] 立川バドスポ少[山形県] 鹿児島飛翔[鹿児島県] ＧＰＷジュニア[福島県] プライドＪｒ[栃木県] 鹿児島飛翔[鹿児島県]

女子単 板橋 ゆい 田沢 めいな 沖本 愛音 河村 珠莉奈 平田 葵 神尾 明希 高田 万智 篠原 美結 ３５
５年生以下 ＳＪＣ[宮城県] 所沢ジュニア[埼玉県] 美鈴が丘ＪＢＣ[広島県] びわじまＢＣ[愛知県] 渋谷ジュニア[東京都] 青梅ジュニア[東京都] 石ヶ瀬[愛知県] 浅間フルフォース[長野県]

女子単 冨田 千晴 曽根 紬 髙木 洵奈 後藤 那月 池内 美音 東谷 悠吹 大場 心晴 五十右 帆香 ３３
４年生以下 桜川Ｊｒ．[茨城県] ＮＰ神奈川[神奈川県] 垂井ＪＳＣ[岐阜県] ベイヒッターズ[千葉県] 西神ジュニア[兵庫県] 忠和クラブ[北北海道] ＪＢＣ久留米[福岡県] 広幡バドキッズ[静岡県]

男子複 美濃 龍斗 春木 俊平 大塚 海飛 石川 隼 佐藤 楓真 北山 悠真 矢部 童夢 塩谷 朱雀 ３３
６年生以下 坂本 結翔 牧野 隆希 森田 倫晟 池田 純一朗 中村 圭吾 佐藤 由規 川崎 慶人 武森 陽向

市川ジュニア[千葉県] 岡垣ジュニア[福岡県] 川越ジュニア[埼玉県] はりーあっぷ[愛知県] 永井クラブ[岡山県] みゆきジュニア[青森県] ふらっとジュニア[新潟県] 小平ジュニア[東京都]

男子複 石井 春馬 殿畑 玲人 加本 逸真 四柳 佑真 西 奏祐 田村 拓也 伊藤 太陽 坂本 羽琉 ３３
５年生以下 山口 拓 岩瀬 剛大 竹田 悠希 北野 陽彩 行部 有航 吉田 結斗 菊地 穂高 粂野 駿

渋谷ジュニア[東京都] 綾瀬ジュニアＢＣ[神奈川県] おろちクラブ[島根県] ｓｈｉｎｓｈｉｎ[石川県] 富田ジュニア[徳島県] 京都ジュニア[京都府] 久喜ＡＢＣ[埼玉県] ＳＧＵジュニア[愛知県]

男子複 内藤 遥希 甲林 哩直 井口 蓮 青山 大都 黒田 悠人 鈴木 道琥 関口 蓮 谷屋 慧華 ３３

４年生以下 稲川 達士 野田 千瑛 田中 大智 米谷 蕾人 中島 悠成 大串 柊惺 野口 優 志賀 樹
川越ジュニア[埼玉県] 大垣市ＢＳＳ[岐阜県] 橿原ジュニア[奈良県] はりーあっぷ[愛知県] ＪＢＣふちゅう[富山県] 吉田バドミントン[茨城県] 小平ジュニア[東京都] 志木ジュニア[埼玉県]

女子複 青山 ひかり 薗田 優奈 吉野 羽都希 横路 昊和 髙地 凜愛 岡田 和奏 本間 莉緒 佐藤 もも音 ３３
６年生以下 髙玉 幸佳 渡邉 杏梨 梅澤 唯花 馬場 結渚 大嶋 彩知那 川上 紗矢 岩本 花 渡部 友里乃

ハルトノ[茨城県] 青梅ジュニア[東京都] 練馬アドバンス[東京都] 川内ジュニア[鹿児島県] 足羽ジュニア[福井県] おろちクラブ[島根県] 小野Ｊｒ．[新潟県] 横倉ジュニア[宮城県]

女子複 近藤 愛未 井 優愛 福田 咲貴 柳下 璃央 山口 柚歩 伊藤 ひより 中村 美琴 宮﨑 弥生 ３３
５年生以下 眞泉 果央 林 奈未 森﨑 葉名 長原 里紗 尾田 心遥 土屋 愛莉 佐藤 仁南 菊田 詩織

ＢＥＬＩＥＶＥ[京都府] ＳＪＢＣ[兵庫県] Ｓｅｌｆｉｓｈ[神奈川県] 横浜白山スポ少[神奈川県] 国府ジュニア[石川県] 伊勢崎ジュニア[群馬県] 栃尾ジュニア[新潟県] ＷＩＮＮＥＲ[熊本県]

女子複 烏川 愛加 木下 華乃 坂本 寧音 東 若菜 石塚 理心 吉岡 柚希 加藤 佑奈 立石 小夏 ３３
４年生以下 武石 玲那 小松 奏乃 新村 美羽 福田 梨乃 柴田 聖梛 松本 陽菜乃 濱谷 桜月 河波 あい

東少年[茨城県] ＴＩＪ長野[長野県] 市川ジュニア[千葉県] ＪＢＣふちゅう[富山県] 堀川南ジュニア[富山県] 久喜ＡＢＣ[埼玉県] 新湊ジュニア[富山県] ＣＯＬＯＲＳ[福岡県]
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