
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 福岡県 広島県 栃木県 福井県 愛知県 静岡県 滋賀県 　４９
都道府県対抗団体戦 女子 千葉県 大阪府 茨城県 東京都Ａ 新潟県 徳島県 栃木県 埼玉県 　４９

男子単６年生以下 松川 健大 三浦 大地 津川 祐太 髙木 慎二郎 江見 友希 齊藤 礼 江口 幸輝 中静 悠斗 　４３
(青葉ジュニアバドミントンクラブ[神奈川県]) (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]) (ＡＢＣＪｒ．[岡山県]) (岡垣ジュニア[福岡県]) (大清水[神奈川県]) (宇都宮中央Ｊｒ[栃木県])

男子単５年生以下 澤田 修志 木根 知哉 遠藤 淳生 長束 翔太 石井 叶夢 川野 寿真 髙野 日向 草ノ瀬 悠生 　３７
(帯広ジュニアバドミントンクラブ[北北海道]) (長岡京市スポ少[京都府]) (美鈴が丘ＪＢＣ[広島県]) (大里東ジュニア[愛知県]) (春日部白翔[埼玉県]) (岡垣ジュニア[福岡県]) (出水南ジュニア[熊本県]) (グッドウエーブ[鹿児島県])

男子単４年生以下 山城 政人 田上 幹太 齊藤 優楽 山脇 弘奨 真砂 佑澄 五十田 敦晴 松本 眞優 増田 遥 　３５
(佐渡ジュニアバドミントンクラブ[新潟県]) (ＴＴＢＣ[熊本県]) (仙台大和ジュニア[宮城県]) (はりーあっぷジュニア[愛知県]) (まなクラブ[兵庫県]) (たまひよじゅにあ[高知県]) (宇都宮ダッシングクラブ[栃木県]) (ＳＪＢＣ[兵庫県])

女子単６年生以下 樋口 吹羽 砂川 温香 横内 美音 宮崎 友花 松田 仁衣菜 中西 香菜 平本 梨々菜 玉木 亜弥 　４３
(藍住エンジェル[徳島県]) (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]) (瓜破西ＳＳＣ[大阪府]) (金井学園ジュニア[福井県]) (小俣バドミントンスポーツ少年団[三重県]) (池田町バドミントン少年団[岐阜県]) (たなしＭＡＸｊｒ．[東京都])

女子単５年生以下 東谷 悠妃 阿部 果凛 山田 桧菜乃 山口 栞菜 白川 菜結 山本 優愛 神尾 朱理 小山 涼風 　３７

(忠和クラブ[北北海道]) (志木ジュニアバドミントンクラブ[埼玉県]) (岡垣ジュニア[福岡県]) (大徳ジュニアバドミントンクラブ[石川県]) (大森ジュニア[千葉県]) (西尾ジュニア[愛知県]) (小平ジュニアバドミントンクラブ[東京都]) (宇都宮中央Ｊｒ[栃木県])

女子単４年生以下 大石 夢陽 溝尾 花奈 橋村 妃翔 畠山 想来 木全 希羽 沼田 弥乘 河村 実里 鈴木 彩乃 　３５
(山家ウイングス[福岡県]) (日高地区少年団[南北海道]) (小平ジュニアバドミントンクラブ[東京都]) (ハイタッチジュニアバドミントンクラブ[岩手県]) (岐南ジュニアＢ．Ｃ[岐阜県]) (南郷キューピット[大阪府]) (志木ジュニアバドミントンクラブ[埼玉県]) (桜川Ｊｒ．バドミントンクラブ[茨城県])

男子複６年生以下 森 蒼介 野村 雅人 有江 琥珀 坂本 安樹 猪股 佑仁 馬場 快成 岡本 倖大 光富 琉華 　３５

大森 愛叶 田中 陽悠 大熊 辰弥 櫻井 慎大 髙坂 悠陽 松本 啓汰 稲富 将太 久野 雅

(久谷ＢＳＳ[愛媛県]) (大野ジュニア[福井県]) (久喜ＡＢＣ[埼玉県]) (宇都宮ＪＢ[栃木県]) (浪岡ジュニアバドミントンクラブ[青森県]) (はりーあっぷジュニア[愛知県]) (唐津ジュニア[佐賀県]) (岡垣ジュニア[福岡県])

男子複５年生以下 根本 舜生 祇園田 隼人 安田 翔 宮﨑 直也 渡邉 悠生 中村 励心 引野 一真 谷口 康生 　３５

岡部 翔 中原 秀駿 前田 寬仁 安達 琉偉 末村 豪羽 松尾 尚樹 川上 翔大 山崎 翔叶
(綾瀬ジュニアバドミントンクラブ[神奈川県]) (北部ジュニア[熊本県]) (前田バドミントンスクール[香川県]) (おぐにジュニア[熊本県]) (滝川フルールジュニア[北北海道]) (岡垣ジュニア[福岡県]) (ＨＯＳＨＩＮＯＢ．Ｊ．Ｓ[島根県]) (東光小バドミントン少年団[北北海道])

男子複４年生以下 鈴木 大翔 渡邉 悠至 城戸 友翔 藤川 煌士 石谷 翔吾 藤田 導心 味岡 友陽 石川 隼 　３５

中村 陸人 下川 璃久 和川 竜也 田阪 春馬 中山 航 小野原 瑛音 鈴木 奏楽 池田 純一朗
(桜川Ｊｒ．バドミントンクラブ[茨城県]) (青梅ジュニアバドミントンクラブ[東京都]) (小平ジュニアバドミントンクラブ[東京都]) (国分寺バドミントンスポーツ少年団[香川県]) (Ｂｅｅｋｉｄｓ[山口県]) (藤田研究所[宮崎県]) (ＢＰＣ仙台[宮城県]) (はりーあっぷジュニア[愛知県])

女子複６年生以下 吉田 明永 青木 優羽 鈴木 あいり 春木 柚奈 堀 優芽 野坂 侑李 水野 美羽 上山 怜来 　３５

保谷 芽依 平田 涼 中野 真里 住田 菜々子 前田 瑠唯 眼関 桜 篠原 心花 末永 萌々歌

(市原ジュニア[千葉県]) (桜川Ｊｒ．バドミントンクラブ[茨城県]) (鎌ヶ谷ジュニア[千葉県]) (岡垣ジュニア[福岡県]) (里きっず[滋賀県]) (Ｗｉｎｇ武生ＪＢＣ[福井県]) (ＴｅａｍＵｎｉｏｎ[愛媛県]) (帯広ジュニアバドミントンクラブ[北北海道])

女子複５年生以下 戸上 凜 生井 穂乃果 榮代 結子 伊藤 菜央加 八嶋 未來 澤村 実玖 関野 妃奈 白石 もか 　３５

石井 空 草間 結 本田 乙葉 岡本 芽 森 沙和子 浦上 蒼彩 大津 妃奈乃 徳光 陽花
(ＰＥＡＣＥジュニア[岡山県]) (西豊田バドミントン[茨城県]) (美川湊ジュニアバドミントンクラブ[石川県]) (師勝ジュニアバドミントンクラブ[愛知県]) (久喜ＡＢＣ[埼玉県]) (野々市ジュニアバドミントンクラブ[石川県]) (札幌ＢＥＡＮＳ[南北海道]) (アトムズ[島根県])

女子複４年生以下 縣 明日香 工藤 葵 曽我部 柚羽 山北 莉緒 佐藤 玲 木村 ひなの 向江 悠伽 稲田 結月 　３５

藤井 詩 工藤 和奏 篠原 多輝 長谷川 葉月 渡辺 暖花 鈴木 愛香 金生 七海 渡邉 柚乃
(はりーあっぷジュニア[愛知県]) (矢上小クラブ[長崎県]) (中萩ＪＢＣ[愛媛県]) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉県]) (阿賀野ジュニア[新潟県]) (横倉ジュニア[宮城県]) (ＣＯＬＯＲＳ[福岡県]) (ＰＥＡＣＥジュニア[岡山県])
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