
種　目 優　勝 準優勝 参加数
男子単６年生以下 山城 政人 山脇 弘奨 齊藤 優楽 増田 遥 岩佐 悠希 木山 凜空 眞砂 佑澄 阿部 煌太 　４０

(佐渡ジュニア[新潟県]) (はりーあっぷ[愛知県]) (仙台大和ジュニア[宮城県]) (ＳＪＢＣ[兵庫県]) (木太南[香川県]) (出水南ジュニア[熊本県]) (まなクラブ[兵庫県]) (南城小育成会[岩手県])

男子単５年生以下 寺島 拓夢 松本 眞優 萩原 駿希 田阪 春馬 坂口 功 宮原 圭純 渡辺 暁翔 坂脇 憲広 　３５
(仙台大和ジュニア[宮城県]) (ＵＤＣ[栃木県]) (鳩ケ谷ウイングス[埼玉県]) (フューチャー[香川県]) (渋谷ジュニア[東京都]) (ネイバーキッズ[福岡県]) (ひなときクラブ[長崎県]) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉県])

男子単４年生以下 篠原 康輔 篠原 緑 有江 桜空 串間 太政 松下 一誠 宮下 桧 中野 謙志 小川 真輝 　３３
(中萩ＪＢＣ[愛媛県]) (志木ジュニア[埼玉県]) (川越ジュニア[埼玉県]) (ＵＮＡＩＤＭＩＹＡＺＡＫＩＢＣＪｒ[宮崎県]) (ＳｐａｒｋｙＪｒ[北北海道]) (ハルトノクラブ[茨城県]) (米沢南部ＪＢＣ[山形県]) (美鈴が丘ＪＢＣ[広島県])

女子単６年生以下 浅野 真央 永渕 友梨華 畠山 想来 鈴木 彩未 沼田 弥乘 橋村 妃翔 山下 真依 田村 美月 　４１
(宇都宮中央[栃木県]) (川上ジュニア[佐賀県]) (ハイタッチＪＢＣ[岩手県]) (弘前イズムＢＣ[青森県]) (南郷キューピット[大阪府]) (小平ジュニア[東京都]) (大垣北[岐阜県]) (東光小少年団[北北海道])

女子単５年生以下 阿波 芽衣咲 原口 倖歩 小林 佳依 中沢 莉子 古舘 美空 芳賀 凜歩 皆川 恵茉 長谷川 翼咲 　３５
(岡垣ジュニア[福岡県]) (鹿児島飛翔[鹿児島県]) (佐用ＢＪＣ[兵庫県]) (プライドＪｒ[栃木県]) (横須賀Ｊｒ．[愛知県]) (石巻クラブ[宮城県]) (小平ジュニア[東京都]) (広幡バドキッズ[静岡県])

女子単４年生以下 田沢 めいな 板橋 ゆい 高田 万智 橋爪 藍莉 河村 珠莉奈 中野 日麗 物部 幸 永久井 凜 　３３
(所沢ジュニア[埼玉県]) (ＳＪＣ[宮城県]) (石ヶ瀬[愛知県]) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉県]) (ＮＯＣＫ[愛知県]) (伊勢崎ジュニアバドミントンクラブ[群馬県]) (古高松[香川県]) (都城スマッシュ[宮崎県])

男子複６年生以下 品田 莉希 德重 瓢 因藤 将夢 奥村 啓太 江藤 友哉 湯浅 敦貴 椎名 洸介 野口 馳矢 　３２
植木 伸弥 山﨑 琉生 三浦 壮太 東海林 亮汰 堀内 暁仁 細見 一平 笹島 悠瑚 和川 竜也
(柏崎ジュニア[新潟県]) (多久スポーツピア[佐賀県]) (はりーあっぷ[愛知県]) (北光少年団[北北海道]) (ブライアンズＦ[熊本県]) (長岡京市スポ少[京都府]) (三郷ダックス[埼玉県]) (Ｓｅｌｆｉｓｈ[神奈川県])

男子複５年生以下 石川 隼 大塚 海飛 美濃 龍斗 春木 俊平 北山 悠真 鈴木 創太 尾形 亮輔 武森 陽向 　３２
池田 純一朗 森田 倫晟 坂本 結翔 牧野 隆希 佐藤 由規 森本 輝人 平井 賢志 塩谷 朱雀
(はりーあっぷ[愛知県]) (川越ジュニア[埼玉県]) (市川ジュニア[千葉県]) (岡垣ジュニア[福岡県]) (みゆきジュニアバドミントンクラブ[青森県]) (Ｋａｍｉｓクラブ[鳥取県]) (ウィスタリアＪｒ[愛知県]) (小平ジュニア[東京都])

男子複４年生以下 石井 春馬 濱口 虎太郎 坂本 羽琉 菊地 穂高 松岡 夏輝 北川 蓮梧 加本 逸真 吉田 結斗 　３２
山口 拓 栁 克弥 粂野 駿 伊藤 太陽 榎本 和司 荒木 悠乃介 竹田 悠希 辻村 應介
(渋谷ジュニア[東京都]) (岡垣ジュニア[福岡県]) (ＳＧＵジュニア[愛知県]) (久喜ＡＢＣ[埼玉県]) (蓮田サウス[埼玉県]) (みはら[栃木県]) (おろちクラブ[島根県]) (仰木の里ジュニア[滋賀県])

女子複６年生以下 木村 ひなの 山北 莉緒 柿崎 結 曽我部 柚羽 沼田 唯李 縣 明日香 工藤 和奏 佐藤 玲 　３３
鈴木 愛香 長谷川 葉月 徳永 結妃 篠原 多輝 伊東 陽南 馬場 こころ 工藤 葵 渡邊 暖花
(横倉ジュニア[宮城県]) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉県]) (東光小少年団[北北海道]) (中萩ＪＢＣ[愛媛県]) (所沢ジュニア[埼玉県]) (はりーあっぷ[愛知県]) (Ｆｌｏｗｅｒｓ[長崎県]) (阿賀野ジュニア[新潟県])

女子複５年生以下 薗田 優奈 吉野 羽都希 宮﨑 結舞 馬場 結渚 浪松 美緒 佐藤 もも音 小黒 咲良 藤本 香穂 　３３
渡邉 杏梨 梅澤 唯花 樫尾 雫玖 横路 昊和 石田 向日葵 渡部 友里乃 長谷川 美羽 笠井 聖來
(青梅ジュニア[東京都]) (練馬アドバンス[東京都]) (師勝ジュニア[愛知県]) (川内ジュニア[鹿児島県]) (防府ジュニアバドミントンクラブ[山口県]) (横倉ジュニア[宮城県]) (ＧＰＷジュニア[福島県]) (志度[香川県])

女子複４年生以下 眞泉 果央 益満 小蘭 金城 芙羽子 清水 このは 柳下 璃央 中村 美琴 佐々木 桃子 関野 莉子 　３３
近藤 愛未 水原 七菜 平良 優奈 白川 倖 長原 里紗 佐藤 仁南 鈴木 菜々心 川島 愛美
(久御山[京都府]) (海老津ジュニア[福岡県]) (糸満ジュニア[沖縄県]) (岐南ジュニアＢＣ[岐阜県]) (横浜白山バドミントンＳＳ[神奈川県]) (栃尾ジュニア[新潟県]) (北上ジュニア[岩手県]) (札幌ＢＥＡＮＳ[南北海道])
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