
種　目 優　勝 準優勝 参加数
都道府県対抗団体戦 男子 愛知県 長野県 栃木県 福岡県 埼玉県 石川県Ａ 茨城県 愛媛県 　４９
都道府県対抗団体戦 女子 愛知県 東京都 埼玉県 神奈川県 兵庫県 広島県 福岡県 石川県Ａ 　４９
男子単６年生以下 篠原 康輔 有江 桜空 青木 一馬 安田 翔 松下 一誠 小川 真輝 彦田 煌 小金井 道斗 　４２

(中萩ＪＢＣ[愛媛県]) (川越ジュニア[埼玉県]) (南木曽ジュニア[長野県]) (富山和合[富山県]) (ＳｐａｒｋｙＪｒ[北北海道]) (美鈴が丘ＪＢＣ[広島県]) (西尾ジュニア[愛知県]) (青葉ジュニアＢＣ[神奈川県])

男子単５年生以下 串間 太政 髙畠 央侑 向 唯斗 篠原 緑 片野 義康 田沢 太一 馬詰 瑛翔 山口 拓 　３６
(ＵＮＡＩＤ宮崎[宮崎県]) (ＷＩＮＮＥＲ[熊本県]) (ＦＡＮＡＴＩＣ[滋賀県]) (志木ジュニア[埼玉県]) (連坊ジュニア[宮城県]) (所沢ジュニア[埼玉県]) (志木ジュニア[埼玉県]) (渋谷ジュニア[東京都])

男子単４年生以下 角倉 蓮太 玉城 春真 平嶋 天嘉 佐野 健太 栁 知宏 百瀬 仁翔 吉村 颯真 川上 輝琳 　３４
(西尾ジュニア[愛知県]) (西尾ジュニア[愛知県]) (広川ジュニア[和歌山県]) (青梅ジュニア[東京都]) (岡垣ジュニア[福岡県]) (あけチャレ[茨城県]) (小平ジュニア[東京都]) (星野ＢＪＳ[島根県])

女子単６年生以下 樫尾 雫玖 沖本 愛音 田沢 めいな 大串 恋々奈 平田 葵 藤原 ほのか 松村 柑奈 板橋 ゆい 　４２
(大里東ジュニア[愛知県]) (美鈴が丘ＪＢＣ[広島県]) (所沢ジュニア[埼玉県]) (ＮＯＣＫ[愛知県]) (渋谷ジュニア[東京都]) (所沢ジュニア[埼玉県]) (防府ジュニア[山口県]) (ＳＪＣ[宮城県])

女子単５年生以下 曽根 紬 後藤 那月 山崎 莉立 五十右 帆香 佐々木 きい 神林 美彩 髙木 洵奈 冨田 千晴 　３６
(ＮＰ神奈川[神奈川県]) (ベイヒッターズ[千葉県]) (南郷キューピット[大阪府]) (広幡バドキッズ[静岡県]) (Ｔ－Ｊｕｍｐ[愛知県]) (古川ジュニア[宮城県]) (垂井ＪＳＣ[岐阜県]) (あけチャレ[茨城県])

女子単４年生以下 阿波 柚子菜 舛田 舞羽 山田 茉央 尾田 菜乃遥 柴田 聖梛 工藤 遥 大橋 柚月 櫻井 萌々香 　３４
(岡垣ジュニア[福岡県]) (高岡ジュニア[富山県]) (朝日丘ＢＣ[富山県]) (国府ジュニア[石川県]) (堀川南ジュニア[富山県]) (ｍｏｎｋｅｙ[岩手県]) (津幡ジュニア[石川県]) (ふじみ野ジュニア[埼玉県])

男子複６年生以下 殿畑 玲人 四柳 佑真 田村 拓也 坂本 羽琉 下垣 遼 伊藤 太陽 西 奏祐 加本 逸真 　３４
岩瀬 剛大 北野 陽彩 吉田 結斗 粂野 駿 野田山 颯人 菊地 穂高 行部 有航 竹田 悠希
(綾瀬ジュニアＢＣ[神奈川県]) (ｓｈｉｎｓｈｉｎ[石川県]) (京都ジュニア[京都府]) (ＳＧＵジュニア[愛知県]) (因島ＢＣＪ[広島県]) (久喜ＡＢＣ[埼玉県]) (富田ジュニア[徳島県]) (おろちクラブ[島根県])

男子複５年生以下 内藤 遥希 甲林 哩直 関口 蓮 井口 蓮 伊藤 光嬉 佐藤 陸人 米谷 蕾人 竹本 心優斗 　３４
稲川 達士 野田 千瑛 野口 優 田中 大智 柴田 結人 村瀬 理音 青山 大都 赤堀 颯汰
(川越ジュニア[埼玉県]) (大垣市ＢＳＳ[岐阜県]) (小平ジュニア[東京都]) (橿原ジュニア[奈良県]) (ＴＵｎｉｏｎ[愛媛県]) (久喜ＡＢＣ[埼玉県]) (はりーあっぷ[愛知県]) (スリーセブンＪｒ[千葉県])

男子複４年生以下 秋庭 真尋 樋口 輝音 森下 翔七汰 髙橋 陽向 松木 絢翔 福森 史琉 藤本 弘真 岡村 星 　３４
栗田 遥翔 下永田 晟旺 浅原 崇貴 照井 涼志 竹林 壮 藤森 拓己 今村 友飛 定松 良汰
(加古川ＪＢＣ[兵庫県]) (ＲＫＲ[鹿児島県]) (永井クラブ[岡山県]) (燕沢ジュニア[宮城県]) (大生院ＪＢＣ[愛媛県]) (燕沢ジュニア[宮城県]) (仰木の里ジュニア[滋賀県]) (綾瀬ジュニアＢＣ[神奈川県])

女子複６年生以下 眞泉 果央 清水 このは 兼子 結衣 芝 里依咲 物部 幸 森﨑 葉名 黒田 遥香 井 優愛 　３４
近藤 愛未 白川 倖 冨田 琴子 竹林 愛乃 伏石 美優 福田 咲貴 松浦 愛珠 林 奈未
(ＢＥＬＩＥＶＥ[京都府]) (岐南ジュニアＢＣ[岐阜県]) (Ｂｅｅｋｉｄｓ[山口県]) (大生院ＪＢＣ[愛媛県]) (古高松[香川県]) (Ｓｅｌｆｉｓｈ[神奈川県]) (広幡バドキッズ[静岡県]) (ＳＪＢＣ[兵庫県])

女子複５年生以下 烏川 愛加 坂本 寧音 木下 華乃 主藤 愛結 齋藤 里紗 加納 柚里果 立石 小夏 加藤 佑奈 　３４
武石 玲那 新村 美羽 柘植 寿々羽 佐藤 碧海 平下 璃桜 山名 穂実 河波 あい 濱谷 桜月
(東少年[茨城県]) (市川ジュニア[千葉県]) (ＴＩＪ長野[長野県]) (塩釜ジュニア[宮城県]) (大垣北[岐阜県]) (ＢＥＬＩＥＶＥ[京都府]) (ＣＯＬＯＲＳ[福岡県]) (新湊ジュニア[富山県])

女子複４年生以下 福田 梨乃 小玉 悠愛 大澤 りづは 折笠 結菜 引地 陽愛 鈴木 里歩 惣土 きい 芝田 英吏 　３４
土師 みちる 橋本 纏 堺 彩千香 奥村 花凜 宮内 陽菜子 野間 一花 伊藤 侑美 谷 心維
(ＪＢＣふちゅう[富山県]) (春日部白翔[埼玉県]) (久喜ＡＢＣ[埼玉県]) (Ｓｅｌｆｉｓｈ[神奈川県]) (川内ジュニア[鹿児島県]) (西尾ジュニア[愛知県]) (しおみキャッツ[宮崎県]) (富山和合[富山県])
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