
団体戦（男子の部）

大会名 優勝 準優勝 ５位

富山県 東京都 石川県 千葉県

第１回 藤　田　真　平 土　田　匡　泰 村　上　　　亮 新　井　克　己 栃木県

神奈川大会 中　西　　　亮 佐々木　公　一 山　下　幸　司 岡　田　秀　樹 岩手県

1997．2．8～9 中　島　秀　人 森　川　政　人 高　塚　大　輔 中　西　雄　希 北北海道

日本体育大学 小　川　勝　弘 宮　村　政　広 宮　川　郁　也 大　西　友　和 埼玉県

健志台体育館 水　上　貴　史 青　山　天　将

東京都 石川県 埼玉県 富山県

第２回 青　山　天　将 山　田　一　哉 高　木　洋　平 黒　瀬　尊　敏 新潟県

神奈川大会 刀　祢　俊　介 宮　村　順　也 鳥　井　雄　羽 伊　原　慶　祐 長野県

1998.2.14～15 入　月　康　浩 羽　野　亮　平 松　田　正　輝 奥　野　静　修 福岡県

日本体育大学 藤　田　真　生 山　口　　　俊 遠　藤　大　由 千葉県

健志台体育館 宮　村　俊　宏 熊　田　有　希 岩　田　翔　舞

埼玉県 石川県 富山県 福岡県

第３回 遠　藤　大　由 山　口　　　俊 吉　田　　　剛 阿　部　陽　輔 岡山県

神奈川大会 岩　田　翔　舞 安　藤　総　兵 山　下　茂　喜 山　口　雄　基 福井県

1999.2.13～14 馬　場　達　也 伊　東　克　範 大　沢　包　人 小　林　淳　司 滋賀県

日本体育大学 斉　藤　祐　太 豊　島　俊　樹 中　西　和　樹 垰　畑　陽　平 南北海道

健志台体育館

岡山県 東京都 石川県 熊本県

第４回 三　宅　達　也 宮　村　俊　宏 安　藤　総　兵 田　辺　義　貴 沖縄県

群馬大会 佐　伯　祐　行 山　田　雄　一 牧　畠　正　樹 宮　本　昴　樹 香川県

2000.2.13～14 石　井　敏　之 上　田　拓　馬 伊　東　克　範 黒　田　直　樹 埼玉県

群馬アリーナ 東　山　勇　樹 本　田　　　純 堂谷内　　　剛 沖　中　俊　樹 栃木県

青　山　将　道

福岡県 広島県 滋賀県 岡山県

第５回 和　田　力　也 川　下　剛　士 山　本　啓　奨 逢　澤　宏　亮 福井県

広島大会 和　田　真　弥 大　田　圭　祐 森　澤　　　聡 中　野　良　祐 石川県

2001.2.10～11 玉　井　皓　也 猫　本　竜　也 宇　野　賢　人 松　本　寛　史 岐阜県

広島県立総合体育館 近　藤　早　寿 石　川　直　哉 矢　部　拓　也 川　上　佑　輔 大阪府

岩　見　隆　広 村　上　　　俊

３位

栄光の記録



団体戦（男子の部）

大会名 優勝 準優勝 ５位３位

栄光の記録

福岡県 広島県 鳥取県 佐賀県

第10回全小 和　田　力　也 岩　見　隆　広 山　崎　裕　太 武　下　利　一 石川県

広島大会 和　田　真　弥 北　島　翔　太 仲　井　佑　太 大　野　潤　也 埼玉県

2002.1.4～5 藤　原　達　矢 坂　本　賢　宏 森　本　貴　則 嘉　村　健　士 島根県

広島県立総合体育館 原　田　和　憲 鈴　山　貴　史 森　本　智　則 円城寺　尚　人 富山県

北　野　　　圭 前　川　賢　人 斉　尾　聡　宏 嘉　村　昌　俊

宮　野　一　樹

福岡県 滋賀県 埼玉県 香川県

第11回全小 吉　岡　直　敏 矢　部　拓　也 和　田　　　周 木　場　勇　介 大阪府

福岡大会 下　村　和　馬 宇　野　賢　人 滝　内　　　亮 長谷川　智　也 佐賀県

2003.1.4～5 原　田　和　憲 村　上　　　俊 青　木　康　友 田　中　章　吾 鹿児島県

北九州市立総合体育館 宮　原　一　馬 桂　　　大　晃 北　林　　　悠 平　澤　優　一 奈良県

小　木　啓　太 松　原　　　司 北　林　　　峻 栗　田　純　貴

末　松　　　純 平　井　優　也 井　上　謙一郎

富山県 岡山県 新潟県 宮城県

第12回全小 星　野　翔　平 高　地　修　史 廣　川　拓　巳 太　田　　　卓 大阪府

宮城大会 佐　伯　優　人 逢　澤　良　亮 伊　藤　朋　大 伊　藤　芳　晃 長野県

2003.12.20～23 辻　　　大　貴 安　田　　　僚 砂　井　良　介 佐々木　　　望 栃木県

仙台市体育館 山　口　容　正 中　野　大　輝 米　田　健　司 高　橋　　　悠 奈良県

谷　村　　　学 高　月　佑　斗 原　　　健　大 岡　元　唯　純

渡　辺　尊　之 中　田　和　希

福岡県 香川県 石川県 愛知県

第13回全小 大　塚　悟　司 木　村　健太朗 竹　田　大　介 山　口　勇　気 埼玉県

愛知大会 東久保　　　貴 喜　岡　侑　亮 南　　　淳　也 山　本　茂　人 南北海道

2005.1.4～8 延　吉　弘　孝 鎮　田　頼　宣 西　村　　　匠 藤　田　康　史 大阪府

名古屋市 古　賀　　　輝 鎮　田　頼　直 細　野　真　吾 浅　井　豪　太 熊本県

中村スポーツセンター 吉　岡　知　浩 山　中　一　浩 荒　木　隆　宏 松　木　　　光

東スポーツセンター 片　岡　勇　雄 船　木　健　吾

大阪府 東京都 南北海道 埼玉県

第14回全小 佐々木　　　崇 大　森　悠　馬 小　坂　一　貴 中　山　祐　希 福岡県

奈良大会 佐々木　健　斗 千　葉　　　常 松　尾　龍　斗 山　本　秀　弥 熊本県

2005.12.22～26 河　合　勇　飛 平　田　　　昇 吉　川　大　智 金　子　祐　樹 福井県

大和郡山市総合公園 荒　井　一　希 大　野　翔　一 清　本　　　樹 川　島　　　恭 佐賀県

多目的体育館 金　田　京　大 栗　俣　知　弥 松　谷　龍之介 和　田　征　大

奈良市中央体育館 松　本　康　平 斎　藤　謙　太 宇　野　友　規

石川県 滋賀県 香川県 北北海道

第15回全小 松　居　圭一郎 三津川　剛　史 桃　田　賢　人 浅　野　右　京 岡山県

大分大会 荒　井　大　輝 河　崎　駿　輔 大　江　直　人 佐　藤　満　確 愛知県

2007.1.5～8 日　光　　　凌 西　澤　康　一 畠　山　　　工 溝　口　祐　太 南北海道

別府市総合体育館 毛　利　一　穂 西　川　裕次郎 小　西　遥　介 岩　鼻　陽太郎 大阪府

（べっぷアリーナ） 丸　山　諒一郎 坂　本　智　耶 木　村　大二朗 児　玉　悠　介

大　町　康　太 斉　藤　淳　史



団体戦（男子の部）

大会名 優勝 準優勝 ５位３位

栄光の記録

大阪府 南北海道 茨城県 福岡県

第16回全小 菊　地　恭　平 吉　川　　　改 稲　光　勇　太 馬　場　湧　生 熊本県

大阪大会 松　本　康　平 堀　　　太　一 仁　平　隼　人 古　賀　　　穂 宮城県

2007.12.22～26 森　山　　　翼 山　口　友　輔 岡　野　伸　哉 成　富　勇　太 愛知県

舞洲アリーナ 下　農　　　走 元　田　浩　太 林　　　翔　太 荒　木　　　惇 埼玉県

曽　根　雄　太 片　桐　悠　輔 青　木　浩太郎 藤　　　慶　行

松　浦　拓　巳 田　中　佑　弥

鹿児島県 東京都 南北海道 栃木県

第17回全小 笹　川　大　志 市　川　和　洋 柏　原　剛　毅 田　崎　真　吾 茨城県

島根大会 篠　原　麟太郎 山　田　悠　起 塚　本　光　希 篠　崎　孝　浩 埼玉県

2009.1.3～7 下　川　大　樹 宮　崎　滉　太 西　方　優　馬 高　橋　歩　夢 熊本県

島根県立浜山公園体育館 釘　崎　　　椋 仁　井　政　希 三　浦　慎太郎 甲　賀　優　希 石川県

長　濱　健　太 渡　辺　勇　太 渡　辺　一　平 鈴　木　孝　太

日　高　　　輝 小　倉　由　嵩 鈴　木　　　諄

東京都 愛知県 南北海道 宮城県

第18回全小 小　倉　由　嵩 安　藤　大　地 中　道　脩　斗 小　林　大　吾 奈良県

千葉大会 渡　辺　勇　大 可　児　駿　弥 菊　地　佑　太 曽　根　　　天 岡山県

2009.12.25～28 渡　辺　俊　和 間　瀬　幸之介 日　詰　晴　輝 植　松　康　輝 大阪府

千葉ポートアリーナ 岩　元　ミライ 北　村　颯　悟 植　村　瑠　太 齋　藤　拓　実 新潟県

田　村　優　典 上　田　琢　真 奥　芝　悠　平 野　村　拓　海

大　平　洸　輝 菊　池　正　樹 佐　藤　雄　輝

東京都 山形県 北北海道 南北海道

第19回全小 大　平　洸　輝 渋　谷　光　希 小野寺　泰　雅 浦　田　皓　平 熊本県

愛媛大会 柴　田　一　樹 大　島　千　聖 高　橋　　　慶 遠　藤　真　彦 愛知県

2010.12.25～28 小野寺　雅　之 鈴　木　　　遊 高　見　亮　佑 金　山　柾　斗 福井県

愛媛県武道館 斉　藤　結　一 後　藤　駿　斗 髙　橋　大　輝 高　尾　直佑樹 岡山県

田　代　　　瑚 小　野　優　真 蝦夷森　　　駿 野　内　　　龍

山　田　尚　輝 渡　辺　一　平

福井県 青森県 福島県 栃木県

第20回全小 大　林　拓　真 有　馬　尭　詞 高　上　麟　龍 鈴　木　雄　治 鳥取県

北海道大会 清　水　康士郎 山　内　恭　弥 川　音　裕　也 塚　本　翔　太 熊本県

2011.12.23～27 南　茂　蓮　太 工　藤　将　大 紺　野　智　也 本　巣　智　央 千葉県

湿原の風アリーナ 齊　藤　　　楓 外　川　賢　輝 高　野　晃　良 渡　邉　一　輝 東京都

川　井　優　希 藤　林　　　輝 玉　川　　　大 廣　木　俊　輔

屋　敷　海　斗 奈良岡　功　大 村　松　優之助

埼玉県 宮崎県 北北海道 福岡県

第21回全小 緑　川　大　輝 小　川　翔　悟 蝦夷森　　　駿 石　橋　　　陸 愛知県

静岡大会 吾　妻　健太郎 樋　口　太　一 山　村　勇　人 靏　野　嵩　翔 熊本県

2012.12.23～27 鈴　木　翔　馬 甲　斐　雅　章 渡　邉　　　丞 山　崎　孝　樹 青森県

エコパアリーナ 松　本　哲　弥 清　水　茉希人 佐　野　大　輔 野　田　統　馬 岐阜県

近　藤　将　史 實　藤　圭　亮 福　村　　　龍 藤　吉　琉　溫

後　藤　サ　ン 本　武　大　樹 阿久根　直　輝

松山市総合コミュニ
ティセンター体育館



団体戦（男子の部）

大会名 優勝 準優勝 ５位３位

栄光の記録

岡山県 埼玉県 岩手県 福岡県

第22回全小 樋　口　　　輝 後　藤　サ　ン 久　慈　友　也 山　崎　孝　樹 北北海道

山形大会 山　川　　　碧 加　藤　　　恵 菊　川　旭　飛 野　田　統　馬 岐阜県

2013.12.20～25 山　下　蒼　羽 山　下　潤　也 藤　澤　佳　史 高　橋　洸　士 青森県

山　本　雄　太 川　島　直　也 千　田　壱　郎 中　島　　　巧 愛知県

夏　目　朱　理 内　野　陽　太 阿　部　大　地 江　頭　大　輝

山形県体育館 池　田　亘　輝 松　村　拓　哉 柳　原　一　翔 末　永　逸　貴

新潟県 神奈川県 佐賀県 石川県

第23回全小 目　﨑　駿太郎 小　野　泰　平 江　口　　　慶 伊　藤　亘　哉 岐阜県

新潟大会 武　田　航　太 江　頭　桜　空 中　山　翔　太 藤　谷　虎太朗 長崎県

2014.12.25～29 阿　部　大　輔 大久保　智　也 永　渕　雄　大 近　都　拓　海 茨城県

矢　田　武　蔵 川　端　真　人 友　田　　　源 折　池　結乃心 岡山県

後　藤　　　空 清　水　大　洋 金　子　琉　聖 石　田　悠　斗

秋葉区総合体育館 土　田　琉　聖 三　浦　知　喜 岩　住　　　颯

東京都 石川県 福岡県 宮城県

第24回全小 江　面　孝　紀 岩　住　　　颯 水　口　稜太郎 後　藤　拓　人 福井県

福岡大会 小　原　　　輝 石　田　悠　斗 田　中　市之介 阿　部　佑　暉 青森県

2015.12.23～27 武　井　凜　生 小　川　凌　太 棚　原　　　蓮 千　葉　倫　也 埼玉県

野　口　翔　平 浮　田　貴　宏 山　崎　晃　広 神　山　知　己 熊本県

深　井　俊　椰 卜　部　瑛　和 山　腰　悠　太 廣　岡　　　朋

柳　川　　　蓮 藤　谷　泰　雅 石　崎　太　一

愛知県 京都府 新潟県 広島県

第25回全小 岩　野　滉　也 衣　川　真　生 斉　藤　　　駿 森　川　翔　暉 埼玉県

滋賀大会 冨　田　万南斗 湯　浅　友　翔 佐々木　大　樹 奥　野　天　斗 福井県

2016.12.23～27 縣　　　涼　介 本　多　啄　也 相　澤　大　智 古　屋　恵　大 大阪府

近　藤　海　裕 木　根　拓　哉 矢　田　楓　雅 南　本　和　哉 香川県

片　山　温　斗 岡　本　賛　多 鴻　江　翔　伍 沖　本　優　大

中　島　　　陸 中　山　結　斗 藤　田　健　介

神奈川県 栃木県 福岡県 富山県

第26回全小 井　上　大　馳 寺　内　遙　大 上　畑　　　蓮 増　井　翔　大 東京都

広島大会 渡　邉　　　至 山　田　遙　日 林　田　真　龍 山　本　隼　也 鳥取県

2017.12.22～26 田　中　一　基 今　泉　宏　樹 野　口　幹　太 米　　　隆　斗 大阪府

松　川　健　大 北　川　雄　大 江　口　想　珀 越　野　陽　太 滋賀県

三　浦　大　地 中　静　悠　斗 齊　藤　　　礼 山　田　陽　人

髙　橋　和　希 荻　原　勇　人 藤　吉　珠　李

神奈川県 福岡県 広島県 栃木県

第27回全小 松　川　健　大 齊　藤　　　礼 中　村　拓　幹 中　静　悠　斗 福井県

東京大会 髙　橋　和　希 藤　吉　珠　李 坂　井　大　地 荻　原　勇　人 愛知県

2018.12.24～28 三　浦　大　地 小　林　紀　博 森　山　大　夢 江　連　晴　羽 静岡県

江　口　幸　輝 川　野　寿　真 石　原　克　起 坂　本　安　樹 滋賀県

石　若　泰　智 光　富　琉　華 坂　本　大　地 櫻　井　慎　大

根　本　舜　生 久　野　　　雅 遠　藤　淳　生 松　本　一　優

東京都八王子市
エスフォルタア
リーナ八王子

  ※1996年度第１回大会から2000年度第５回大会までは「全国小学生都道府県対抗バドミントン大会」とし
て実施。
  その後2001年度からは「全国小学生バドミントン選手権大会」の団体戦種目として実施することになっ
た。

山形市総合ス
ポーツセンター

新潟市東総合ス
ポーツセンター

北九州市立
総合体育館

滋賀県立体育館
守山市民体育館

広島県立
総合体育館



団体戦（女子の部）

大会名 優勝 準優勝 ５位

福岡県 宮城県 岐阜県 南北海道

第１回 樽　野　有　希 佐　藤　美　紗 後　藤　　　舞 安　井　千　絋 東京都

神奈川大会 和　田　真以子 長　沢　美　佳 林　　　裕　佳 阿　野　加代子 新潟県

1997．2．8～9 風　間　ゆ　り 桜　井　温　子 脇　田　　　侑 後　藤　佳　代 愛媛県

日本体育大学 武　田　千恵子 平　山　　　優 三　輪　紗弥可 内　山　麻　美 富山県

健志台体育館 刈　谷　育　子 内　山　寛　美

福岡県 宮城県 富山県 千葉県

第２回 樽　野　有　希 桜　井　温　子 成　川　可奈子 小　柳　知　子 東京都

神奈川大会 和　田　真以子 平　山　　　優 富　樫　理　奈 大　竹　萌　華 香川県

1998.2.14～15 小　野　智　子 古　山　菜　採 井　上　美紗子 蔵　本　麻　子 神奈川県

日本体育大学 坂　本　明　子 渡　辺　ちひろ 酒　井　かおり 高須賀　未　央 鳥取県

健志台体育館 小　山　　　藍

福岡県 富山県 徳島県 石川県

第３回 久　野　納　菜 太　田　麻　衣 井　村　佳　子 西　村　紗　希 広島県

神奈川大会 竹　田　亜由美 高　野　愛　理 兼　市　加　奈 興　津　由　佳 千葉県

1999.2.13～14 渡　辺　有　紀 江　渕　愛　美 原　野　安由美 南　出　なつき 滋賀県

日本体育大学 高　村　英　梨 五十嵐　由　香 村　上　夏　樹 栃木県

健志台体育館

石川県 滋賀県 富山県 香川県

第４回 興　津　由　佳 田　中　千　晴 江　淵　愛　美 長　野　亜沙美 北海道

群馬大会 水　口　さゆり 高　倉　ま　み 小　西　美　香 多　田　彩　華 栃木県

2000.2.13～14 南　出　なつき 垣　岩　令　佳 富　山　智恵美 岸　本　真　美 宮城県

群馬アリーナ 浜　中　麻亜子 北　村　綾　子 金　山　友　萌 愛媛県

鳥　本　美　沙 佐々木　悠　乃

福岡県 石川県 北海道 香川県

樽　野　　　恵 沢　本　奈津紀 佐々木　理　恵 藤　澤　香　織 宮城県

第５回 原　田　麻　未 南　出　さ　き 八　木　麻由加 岩　崎　千　愛 新潟県

広島大会 田　村　千　秋 木　村　唯　菜 岩　田　　　静 中　西　希　衣 奈良県

2001.2.10～11 井　上　莉　沙 村　上　　　彩 石　川　綾　華 平　野　加奈子 鹿児島県

広島県立総合体育館

３位

栄光の記録



団体戦（女子の部）

大会名 優勝 準優勝 ５位３位

栄光の記録

石川県 滋賀県 千葉県 奈良県

第10回全小 村　上　　　彩 垣　岩　令　佳 笹　間　なつき 深　田　実　世 群馬県

広島大会 桜　井　みどり 坂　本　由　衣 鈴　木　　　梢 西　川　真奈美 大阪府

2002.1.4～5 畑　　　安紗美 村　上　陽　子 木　村　有　花 高　橋　礼　華 東京都

広島県立総合体育館 室　達　　　茜 三津川　清　子 小　山　文　萌 北　　　はるな 愛知県

駒　木　友　紀 上　田　洋　子 大日向　美弥子 西　　　友　里

仲　川　志都香 浦　井　美　和 賓　田　ひかり

奈良県 愛知県 福岡県 岐阜県

第11回全小 高　橋　礼　華 高　野　　　萌 石　川　ゆ　い 前　田　莉　紗 広島県

福岡大会 北　　　はるな 清　水　　　綾 真　鍋　里　美 小　窪　千香子 兵庫県

2003.1.4～5 西　　　友　里 野　口　世莉菜 松　井　翔　子 遠　藤　紗　葉 宮城県

北九州市立総合体育館 宝　田　ひかり 坂　野　ゆりか 牧　野　美　咲 大　橋　諒　子 富山県

坂　倉　　　彩 西　村　美　穂 兼　光　沙　紀 大　橋　知　紗

高　橋　紗也加 藤　井　珠　生 森　山　葉　月 野　原　麻　未

徳島県 岡山県 千葉県 宮城県

第12回全小 松　友　美佐紀 逢　澤　　　舞 若　松　優　子 八　島　里　穂 愛知県

宮城大会 神　原　靖　奈 植　木　実璃奈 青　木　優　子 今　野　あゆみ 香川県

2003.12.20～23 水　口　愛　梨 河　野　菜　月 木　村　　　瞳 小　松　千　洋 南北海道

仙台市体育館 藤　本　香　那 河　田　千　穂 佐　藤　　　楓 熊　谷　早也佳 栃木県

宮　崎　友　望 中　永　彩　夏 柳　　　麻　美 和　島　恵　愛

田　上　祐　子 角　田　佳　穂 大　島　　　唯 木　戸　よし美

愛知県 鹿児島県 滋賀県 宮城県

第13回全小 興　猶　くるみ 脇　野　利　奈 浦　谷　夏　未 和　島　恵　愛 千葉県

愛知大会 峰　　　歩　美 篠　原　早　貴 木　村　仁　葉 木　戸　よし美 岐阜県

2005.1.4～8 城　口　優里花 牧之瀬　絵　理 安　居　里　彩 佐　藤　深　雪 奈良県

名古屋市 野　中　　　優 中　村　ゆり絵 玉　木　沙也華 今　野　あゆみ 東京都

中村スポーツセンター 坂　　　奈美樹 長　野　愛　菜 木　村　友　都 菊　地　なつみ

東スポーツセンター 森　山　ゆいか 肥　後　明日香

千葉県 熊本県 愛知県 東京都

第14回全小 高　瀬　秀　穂 山　本　明希歩 森　山　ゆいか 今　村　　　碧 神奈川県

奈良大会 飯　高　沙　彩 福　島　由　紀 篠　谷　菜　留 市　川　笑　里 富山県

2005.12.22～26 俣　野　愛　実 北　森　加　菜 斉　藤　優　菜 秋　山　薫　理 佐賀県

大和郡山市総合公園 菅　　　由里子 石　村　美　貴 浜　島　優　美 早　田　紗　希 兵庫県

多目的体育館 柳　　　郁　美 伊　藤　月　規 加　藤　里恵子 荒　木　真　倫

奈良市中央体育館 鳥　居　彩　乃 寄　田　朱　里 小　池　紗　葉 小　橋　　　霞

千葉県 岡山県 福岡県 北北海道

第15回全小 鳥　居　彩　乃 小見山　　　彩 中　村　麻　裕 牧　野　怜　奈 石川県

大分大会 柳　　　郁　美 岡　﨑　梨　紗 吉　野　沙　希 鈴　木　麻　友 栃木県

2007.1.5～8 原　田　なつみ 秋　田　知　咲 入　江　志　歩 船　崎　彩　音 東京都

別府市総合体育館 角　田　英　里 加　藤　美　幸 櫻　本　絢　子 佐々木　柚里菜 熊本県

（べっぷアリーナ） 石　田　光　枝 赤　沢　夏　希 池　田　佳奈美 菊　池　このみ

飯　島　真　依 池　田　美　鈴



団体戦（女子の部）

大会名 優勝 準優勝 ５位３位

栄光の記録

岡山県 千葉県 福岡県 宮城県

第16回全小 岡　本　紗　季 飯　島　真　依 櫻　本　絢　子 菅　田　愛結果 石川県

大阪大会 中　野　みさと 石　田　光　枝 西　尾　千　空 佐　藤　恵里香 岩手県

2007.12.22～26 赤　沢　夏　季 佐　藤　のぞみ 井　上　美　沙 足　利　倭　瑚 南北海道

舞洲アリーナ 加　藤　美　幸 石　橋　美咲子 松　岡　英　美 曽　根　里　紗 東京都

石　田　　　愛 中　平　瑞　希 大　野　　　瞳 鈴　木　いよ乃

大　谷　紗　代 堀　内　優　衣

鹿児島県 東京都 香川県 埼玉県

第17回全小 中　村　優　花 仲　井　由希乃 木　場　叶　華 荒　木　茜　羽 大阪府

島根大会 長　野　来　夢 福　本　万　結 西　村　愛　里 川　島　里　羅 愛媛県

2009.1.3～7 中　村　優　里 山　岸　麻　生 梶　内　彩　理 粂　谷　百　香 茨城県

島根県立浜山公園体育館 園　田　絵里奈 平　田　結　夏 新　延　彩　音 尾　崎　沙　織 熊本県

引　地　由希奈 井　部　恵理香 青　野　志　帆 齊　藤　　　栞

児　玉　実知花 宇　都　　　璃 十　河　茉　由 久　喜　梨　香

北北海道 石川県 埼玉県 東京都

第18回全小 佐　藤　未　唯 吉　浦　鈴　夏 齋　藤　　　栞 宇　都　　　璃 神奈川県

千葉大会 野　村　奈　央 藤　村　沙　妃 上　村　琴　音 井　部　恵理香 千葉県

2009.12.25～28 北　口　棒　花 東　　　久留望 重　松　花　苗 石　原　優　美 福井県

千葉ポートアリーナ 舟　橋　佳　歩 小　野　菜　保 荒　木　萌　恵 岩　谷　果　歩 高知県

藤　井　春　那 坂　東　茉　耶 久　喜　梨　香 村　井　陽　香

大　家　夏　稀 吾　妻　咲　弥 有　賀　玲　奈

埼玉県 岡山県 香川県 新潟県

第19回全小 川　島　美　南 若　林　真　名 喜　岡　奈　美 小　菅　留　実 千葉県

愛媛大会 吾　妻　咲　弥 青　山　栞　子 山　野　遙　加 栃　本　ゆき乃 奈良県

2010.12.25～28 池　澤　みずほ 金　田　明香里 田　中　ちひろ 目　崎　　　澪 福井県

愛媛県武道館 鈴　木　成　美 野　島　　　心 漆　原　三　姫 長谷川　ときわ 広島県

古　閑　鈴　香 香　山　未　帆 磯　村　紗　那 鷲　尾　夕　夏

有　川　友理奈 武　田　莉　奈 平　野　紗　妃 永　井　瀬　雰

栃木県 熊本県 新潟県 岡山県

第20回全小 髙　橋　明日香 森　　　沙　耶 永　井　瀬　雰 藤　川　実　希 埼玉県

北海道大会 田　代　愛　妃 森　本　暁　音 上　杉　優　里 石　井　祐　葵 香川県

2011.12.23～27 桝　谷　志　穂 石　村　亜　美 出　戸　成　美 森　川　紗彩華 大阪府

湿原の風アリーナ 藤　田　真　尋 山　口　貴　子 長谷川　真　子 今　滝　　　空 群馬県

吉　田　瑠　実 佐　々　仁衣奈 石　田　有　彩 鎌　田　彩　羽

谷　本　海　梨 韮　澤　美　羽 櫻　井　杏　寿

香川県 埼玉県 栃木県 静岡県Ａ

第21回全小 小　西　春　七 齋　藤　　　夏 吉　田　瑠　実 新井田　　　楓 東京都

静岡大会 吉　川　真　白 髙　橋　未　羽 海老原　香　澄 住　吉　琴　菜 新潟県

2012.12.23～27 仲　川　緋奈乃 佐　藤　　　灯 土　屋　芽依美 鬼　束　佳　奈 大阪府

エコパアリーナ 香　川　陽菜乃 鈴　木　陽　向 大　貫　桃　子 杉　本　英　未 熊本県

岡　原　吏　櫻 本　田　悠　理 杉　村　南　美 今　井　沙　耶

福　井　美　空

松山市総合コミュニ
ティセンター体育館



団体戦（女子の部）

大会名 優勝 準優勝 ５位３位

栄光の記録

福岡県 東京都 福井県 熊本県

第22回全小 内　山　智　尋 宇　都　智　加 西　藤　実　悠 渡　邉　楠令帆 栃木県

山形大会 田　島　珠　姫 大　上　朝　佳 松　田　美　澄 甲　斐　穂野香 茨城県

2013.12.20～25 中　村　麻　誉 宮　崎　淳　美 小　澤　捺　未 赤　星　紀理子 埼玉県

甲　斐　千　尋 小野里　かなう 竹　澤　知　穂 上　田　萌　絵 香川県

高　崎　夏　実 郡　司　莉　子 織　田　　　遥 古　財　蘭　奈

山形県体育館 八　色　　　舞 大　澤　陽　奈 山　田　茉　鈴 森　山　紗　帆

東京都 茨城県 宮崎県 新潟県

第23回全小 郡　司　莉　子 萩　原　菜　結 串　間　香　美 長谷川　未　来 愛知県

新潟大会 戸　﨑　雪　穂 宮　下　澪　奈 奥　山　楓　月 佐々木　真　奈 熊本県

2014.12.25～29 松　永　千　怜 宮　下　彩　奈 金　丸　萌　恵 松　山　祐　実 栃木県

麻　生　なつみ 壇　原　由　衣 田　口　彩　未 野　口　日　向 福岡県

小野里　かなう 成　島　優衣花 清　水　有里紀 津　村　美　吹

秋葉区総合体育館 大　澤　陽　奈 杉　山　　　薫 高　橋　桃　香

茨城県 新潟県 福岡県 東京都

第24回全小 仁　田　麻登香 遠　藤　愛　加 川　床　美都希 大　澤　陽　奈 愛知県

福岡大会 谷　川　莉　奈 目　﨑　愛　桜 濵　田　想　夏 田　代　葵　楓 香川県

2015.12.23～27 古茂田　倭　子 石　川　莉佳子 野　中　杏　里 辻　　　結　真 神奈川県

石　橋　結　子 桑　原　美　咲 桑　野　怜　奈 岩　西　真　那 栃木県

杉　山　　　薫 押　見　綾　奈 下　﨑　美　桜 木　山　琉　聖

後　藤　咲　々 韮　澤　百　羽 室　屋　奏　乃 藤　田　美　咲

南北海道 茨城県 福岡県 東京都

第25回全小 伊　藤　　　歩 後　藤　咲　々 千　北　梨花子 石　川　心　菜 栃木県

滋賀大会 宮　平　聖　菜 須　崎　沙　織 今　村　　　涼 木　山　琉　聖 神奈川県

2016.12.23～27 石　岡　空　来 草　間　優　衣 室　屋　奏　乃 野　村　優　那 山口県

竹　内　紅　葉 百　瀬　由　梨 吉　村　茉　恩 藤　田　美　咲 北北海道

山　家　くるみ 神　山　　　葵 矢ケ部　真　衣 岩　西　真　那

壇　原　亜　衣 須　藤　海　妃 高　野　来　蒔

埼玉県 千葉県 栃木県 神奈川県

第26回全小 山　北　奈　緒 竹　澤　みなみ 遠　藤　美　羽 伊　藤　結　衣 南北海道

広島大会 吾　妻　佳　奈 中　嶋　花　帆 曽　雌　玲　那 田　村　今　晴 大阪府

2017.12.22～26 黒　川　璃　子 寺　山　ほのか 小　山　未　來 清　瀬　璃　子 東京都

櫻　井　優　香 篠　原　瑠　奈 鈴　木　優芽亜 齋　田　真　歩 青森県

湯　本　凜　音 長　島　花　音 関　　　鈴　葉 田　中　美　衣

高　津　愛　花 砂　川　温　香 白　井　陽　向 岸　田　南乃芭

千葉県 大阪府 茨城県 東京都Ａ

第27回全小 砂　川　温　香 宮　崎　友　花 伊　藤　ののか 石　川　乃乃葉 新潟県

東京大会 吉　田　明　永 前　田　早　稀 坂　本　愛　依 玉　木　亜　弥 徳島県

2018.12.24～28 保　谷　芽　依 相　磯　美　心 青　木　優　羽 比留間　美　尋 栃木県

鈴　木　あいり 高　口　諒　子 平　田　　　涼 山　口　祐　香 埼玉県

中　野　真　里 池　田　美　和 生　井　穂乃果 石　井　愛　莉

白　川　菜　結 原　田　小　雪 草　間　　　結 神　尾　朱　理

東京都八王子市
エスフォルタア
リーナ八王子

  ※1996年度第１回大会から2000年度第５回大会までは「全国小学生都道府県対抗バドミントン大会」とし
て実施。
  その後2001年度からは「全国小学生バドミントン選手権大会」の団体戦種目として実施することになっ
た。

山形市総合ス
ポーツセンター

新潟市東総合ス
ポーツセンター

北九州市立
総合体育館

滋賀県立体育館
守山市民体育館

広島県立
総合体育館


