
個人戦

第１回京都大会 1992．11．23～24 京都府立体育館

優勝 準優勝 ３位 ４位

茶谷　徳靖 橋村　竜彦 柴田　善夫 三上　紘由

石川・金沢ジュニア 岡山・永井ＢＣ 大阪・瓜破西ＳＳＣ 宮城・あおばイーグルス

梅本　修平 安徳　和哉 高尾　昌明 木原　綾

上田　知樹 平見　貴志 橋本　悠司 中原　優

三重・高茶屋 香川・香川スクール 大阪・瓜破西ＳＳＣ 大阪・瓜破西ＳＳＣ

安城　美華 速水　永子 坂口　実郁 上田　絵美

大阪・瓜破西ＳＳＣ 奈良・高田クラブ 奈良・高田クラブ 滋賀・城西ジュニア

上田　多希子 中江　由美 前田　幸 佐々木　美佳

上田　江利子 三原　理奈 媚山　映里 坂東　真千子

奈良・高田クラブ 滋賀・坂本スポ少 新潟・新潟ジュニア 香川・高松ＪＢＳ

第２回岡山大会 1993.12.25～26 倉敷中央体育館

優勝 準優勝 ３位 ４位

前田　文博 二宮　和哲 橋本　悠司 生田　篤 佐野　祐樹 山下　淳 小国　祐亮 広瀬　雅士

香川・香川スクール 香川・高松ＪＢS 大阪・瓜破西ＳＳＣ 大阪・瓜破西ＳＳＣ 静岡・富士宮スポ少 石川・相馬クラブ 長岡京ジュニア 石川・相馬クラブ

永谷　彰平 向井　俊介 近藤　晃仁 稲田　耕治 柴田　寛之 窪田　基弘 酒井　紀明 高宮　雅人

瀧上　浩司 高野　善幸 小林　弘明 佐伯　浩一 柴田　瞬 西野　元圥 垣内　大輔 関野　有起

大阪・瓜破西ＳＳＣ 大阪・瓜破西ＳＳＣ 東京・オーム 岡山・永井ＢＣ 石川・相馬クラブ 岡山・永井ＢＣ 栃木・上戸祭スポ少 栃木・上戸祭スポ少

浜口　有里 田辺　理絵 寺本　悦子 守屋　仁美 萩原　麻美 谷口　貴美 炭井　千春 大橋　美香

香川・香川スクール 福岡・福岡京都 宮城・わかば 岡山・永井ＢＣ 埼玉・チャレンジャー 岡山・太伯ＢＣ 香川・香川スクール 茨城・恋南スポ少

岸田　鈴代 深貝　尚子 小松　留美子 佐竹　由衣 小畑　友希 印宮　亜希 中川 宏子 遠田　有香

蓮井　久美 堀江　祐香 西田　麻衣子 東原　結衣 舟越　友希 長峰　亜季子 小泉　智恵子 桜井　里恵

香川・香川スクール 岐阜・岐阜ジュニア 香川・高松ＪＢＳ 香川・香川スクール 東京・小平ジュニア 埼玉・チャレンジャー 新潟・新潟ジュニア 宮城・塩竈ジュニア

５位

男子単

５位

女子複

種目

男子複

女子単

栄光の記録

女子複

男子単

男子複

女子単

種目



個人戦栄光の記録

第３回岐阜大会 1994.12.24～25 岐阜メモリアルセンター

優勝 準優勝 ３位 ４位

佐藤　翔治 新開　裕介 川前　直樹 諸多　大輔 佐々木　翔 草場　利貞 米　隆夫 佐竹　一希

東京・小平ジュニア 大阪・瓜破西ＳＳＣ 奈良・鴻ノ池 奈良・鴻ノ池 北海道・上磯ジュニア 佐賀・玄海ジュニア 富山・福野ジュニア 香川・香川スクール

伊藤　博哲 稲田　耕治 植田　篤史 竹林　太造 車　淳史 大野　泰治 谷口　俊明 西峰　大輔

足袋抜　雅史 佐伯　浩一 竹川　慶二 大庭　政範 京徳　昭 土田　匡泰 尾崎　真介 金子　久倫

大阪・瓜破西ＳＳＣ 岡山・永井ＢＣ 香川・高松ＪＢＳ 香川・香川スクール 石川・鹿島ジュニア 東京・小平ジュニア 岡山・太伯ＢＣ 岡山・永井ＢＣ

園山　香織 福本　弥生 三根　久美子 炭井　千春 門　節子 桜井　里恵 鬼木　笑 薮内　香奈子

大分・別府フレンド 福岡・福岡京都 福岡・福岡京都 香川・香川スクール 奈良・高田倶楽部 宮城・塩釜ジュニア 東京・小平ジュニア 奈良・高田倶楽部

阿部　純子 我妻　奈穂子 吉岡　久美子 大谷　香 柳　真利子 八尋　麻依子 前原　ゆり 吉岡　末希

原　真理世 菊池　里江 米田　友香 本間　瑞穂 吉田　奈央 蓮井　淳子 太田　麻美子 小桜　紗織

宮城・塩竈ジュニア 宮城・塩竈ジュニア 奈良・高田クラブ 新潟・新潟ジュニア 香川・高松ＪＢＳ 香川・香川スクール 香川・高松ＪＢＳ 富山・破波東部

５位

男子単

男子複

女子単

種目

女子複



個人戦栄光の記録

第４回石川大会 1995.12.23～24 金沢市総合体育館

優勝 準優勝

新開　慎士 池田　雄一 下向　祥悟 土田　匡泰 高岡　聖 辻田　嘉章 大庭　隆徳　 数野　健太

大阪・瓜破西ＳＳＣ 福岡・岡垣ジュニア 大分・別府フレンド 東京・小平ジュニア 愛媛・ＵＢＣ 滋賀・坂本スポ少 香川・香川スクール 滋賀・坂本スポ少

左村　正和 大滝　祐紀 佐伯　浩一 西浦　和広 松尾　信幸 大野　泰治 小池　孝幸 北山　順平

長崎・村松小 大阪・瓜破西ＳＳＣ 岡山・永井ＢＣ 奈良・桜井ジュニア 大阪・瓜破西ＳＳＣ 東京・小平ジュニア 群馬・神明ジュニア 石川・中央ジュニア

山口　公洋 碓井　太基 宮村　政宏 新田　峰 伊東　裕也 佐々木　公一 西田　浩之 吹田　倫明

早川　賢一 田仁　貴也 藤田　真生 山端　康裕 吉田　清喬 森川　政人 大山　拓朗 山田　純平

滋賀・坂本スポ少 北海道・壮瞽町スポ少 東京・小平ジュニア 石川・下甘田ジュニア 埼玉・チャレンジャー 東京・練馬ジュニア 香川・高松ＪＢＳ 富山・南条ジュニア

穴吹　康隆 山浦　尚仁 小西　智之 東原　輔俊 柴崎　浩一 広中　良章 有田　友紀 広瀬　宜之

西村　祥一 斉藤　篤史 小西　広晃 天野　真一 吉田　祐功 好村　正輝 奥村　仁尚 藤井　拓海

香川・香川スクール 福岡・海老津クラブ 奈良・桜井ジュニア 香川・高松ＪＢＳ 埼玉・チャレンジャー 山口・柳井日積ジュニア 福岡・ＪＢＣ 石川・相馬クラブ

岩田・新菜 佐藤　美沙 宮村　美紀 北村　梢 伊東　可奈 矢野　智子 安井　千紘 岡野　あゆみ

香川・香川スクール 宮城・塩竈ジュニア 東京・小平ジュニア 滋賀・ベイシックジュニア 石川・大徳ジュニア 京都・長岡京ＪＲ 北海道・壮瞥町スポ少 岡山・永井ＢＣ

安城　由紀子 早川　由希子 丸岡　智子 潮田　玲子 広岡　まり香 刀祢　絢子 今井　幸代 小椋　久美子

大阪・瓜破西ＳＳＣ 滋賀・坂本スポ少 香川・香川スクール 福岡・京都クラブ 埼玉・チャレンジャー 東京・小平ジュニア 富山・破波東部スポ少 三重・川越町スポ少

小池　由子 目泰　香菜 樽野　有希 平山　優 林　裕佳 森　昭子 清水　陽子 阿野　加代子

明石　光世 伊藤　麻子 和田　真以子 桜井　温子 脇田　侑 臼井　裕子 森　裕美 後藤　佳代

香川・香川スクール 奈良・榛原ジュニア 福岡・北九州ジュニア 宮城・塩竈ジュニア 岐阜・川島ジュニア 岐阜・大垣安井スポ少 茨城・石小地区スポ少 北海道・壮瞥町スポ少

赤松　郁美 河原　智美 佐々木　愛子 楠原　麗民 川原　千佳 岩元　悠子 赤　恵美 安藤　千恵美

中西　佑季 千田　真実 桜井　ちひろ 井本　久美子 山本　祐美子 松崎　法子 松本　美樹 千葉　仁美

香川・香川スクール 富山・砺波東部スポ少 宮城・塩竈ジュニア 香川・高松ＪＢＳ 富山・破波東部スポ少 大阪・瓜破西ＳＳＣ 奈良・大和高田 宮城・塩竃ジュニア

女子複

５年

６年

女子単

５年

６年

男子複

５年

６年

６年

男子単

種目 ５位３位

５年



個人戦栄光の記録

第５回東京大会 1996.12.26～27 葛飾区総合スポーツセンター

優勝 準優勝

青山　天将 早川　賢一 数野　健太 黒瀬　尊敬 佐々木　広幸 田中　陽一 高木　洋平 遠藤　大由

東京・国立ジュニア 滋賀・坂本スポ少 滋賀・坂本スポ少 富山・早星スポ少 福島・福島ジュニア 愛知・大府ジュニア 埼玉・チャレンジャー 埼玉・チャレンジャー

新開　慎士 土田　匡泰 下向　祥悟 池田　雄一 小川　勝弘 芳賀　涼 宮村　政宏 辻田　嘉章

大阪・瓜破西ＳＳＣ 東京・小平ジュニア 大分・別府フレンド 福岡・岡垣ジュニア 富山・婦中ジュニア 宮城・仙台東部ジュニア 東京・小平ジュニア 滋賀・坂本スポ少

藤田　真生 大野　友和 山本　道雄 岡　吉隆 堀　真人 加納　翼 大野　真治 北村　圭佑

刀弥　俊介 篠﨑　成志 長尾　孝哲 土居　陽介 松本　裕平 高階　知也 前仏　慶介 森山　敦史

東京・小平ジュニア 千葉・千葉クラブ 石川・相馬クラブ 香川・香川スクール 岡山・永井ＢＣ 北海道・壮瞽少年団 北海道・旭川ジュニア 鳥取・美保クラブ

佐々木　公一 碓井　太基 中西　亮 吉田　康範 上原　慎吾 安楽　翔一 太田　翔 安田　啓太

森川　政人 田仁　貴也 藤田　真平 多谷　公志 古賀　恭介 鮫島　良太 吉新　昌弘 出石　哲也

東京・練馬ジュニア 北海道・壮瞽町スポ少 富山・富山羽球クラブ 滋賀・坂本スポ少 佐賀・佐賀ジュニア 鹿児島・桜ヶ丘東スポ少 栃木・上戸祭スポ少 鳥取・美保クラブ

吉村　征美 樽野　有希 長原　靖子 小柳　知子 西村　紗希 中村　百合 宮村　美紀 桜井　温子

熊本・ＹＹＣ 福岡・北九州ジュニア 北海道・旭川ジュニア 千葉・市原ＪＢＣ 石川・金沢ジュニア 滋賀・ベイシックジュニア 東京・小平ジュニア 宮城・塩竃ジュニア

岩田　新菜 広瀬　栄理子 武田　千江美 佐藤　美沙 後藤　舞 内山　麻美 中山　奈都季 杉谷　淳美

香川・香川スクール 兵庫・ひよどりジュニア 福岡・岡垣ジュニア 宮城・塩竈ジュニア 岐阜・岐阜東 北海道・久根別小 石川・金沢ジュニア 静岡・富士宮スポ少

浅原　さゆり 坂本　明子 高橋　怜子 伊藤　麻衣子 木原　千穂 清水　景子 今井　杏莉 藤澤　美佑紀

藤原　三恵 小野　智子 三浦　彩 秋本　美樹 土居　憂美 木村　友香梨 関戸　美聡 蔵本　瑠衣子

岡山・永井ＢＣ 福岡・岡垣ジュニア 香川・木太ＪＢＣ 富山・砺波北部スポ少 大阪・瓜破西ＳＳＣ 茨城・石岡小地区 石川・芦城ＪＣＢ 香川・香川スクール

岡野　あゆみ 田崎　真由美 相山　紗季江 清水　陽子 日奏　香菜 阿野　加代子 小池　由子 三条　幸菜

岡本　望良 高野　敬子 桔梗　美香 森　裕美 古田　景子 後藤　佳代 明石　光世 裏川　千智

岡山・永井ＢＣ 熊本・小浦田クラブ 富山・水橋西部スポ少 茨城・石岡小地区ク 奈良・榛原ジュニア 北海道・壮瞽町少年団 香川・香川スクール 滋賀・坂本スポ少

６年

５位種目

女子単

５年

６年

女子複

５年

６年

男子複

５年

６年

５年

男子単

３位



個人戦栄光の記録

第６回香川大会 1997.12.26～27 高松市総合体育館

優勝 準優勝

早川　賢一 黄倉　英 山口　俊 浦窪　文也 遠藤　大由 藤田　真生 福田　真也 岩田　翔舞

滋賀・坂本スポ少 栃木・御幸スポ少 石川・下甘田ジュニア 奈良・鴻ノ池中央 埼玉・チャレンジャー 東京・小平ジュニア 香川・香川スクール 埼玉・チャレンジャー

青山　天将 数野　健太 那須　良太 中尾　祐介 山田　一哉 大岡　兄昌 竹中　裕紀 小森　祐輝

東京・国立ジュニア 滋賀・坂本スポ少 熊本・熊本ジュニア 岡山・永井ＢＣ 石川・東浅川少連 福井・足羽ジュニア 鳥取・東伯 富山・鵜坂スポ少

垰畑　陽平 増渕　貴行 野村　祐介 中西　和樹 福富　大祐 千葉　幸広 高島　雅彦 中園　隆一

中務　敬太 佐藤　俊介 佐々木　大介 山下　包人 中村　友彦 佐藤　公 鶴間　拓也 中嶋　諒太

福岡・岡垣ジュニア 栃木・梁瀬スポ少 福井・社南スポ少 富山・富山羽球クラブ 栃木・雀宮南小スポ少 宮城・塩竈ジュニア 北海道・小樽島牧小 福岡・京都クラブ

堀　真人 岡　吉隆 石橋　和基 大野　友和 伊原　慶祐 岩本　和久 大杉　健太 熊田　有希

松本　裕平 土居　陽介 吉田　学 篠崎　成志 奥野　清修 稲垣　拓也 渡部　一人 鳥山　達矢

岡山・永井ＢＣ 香川・香川スクール 大分・朝日ジュニア 千葉・千葉クラブ 富山・富山羽球クラブ 三重・高茶屋 北海道・旭川嵐山小 石川・湊ジュニア

今別府　香里 垣岩　真未 渡辺　ちひろ 岡野　由有佳 永野　陽子 横井　のぞみ 川西　ゆかり 三枝　舞

奈良・大和高田市 滋賀・坂本スポ少 宮城・塩竈ジュニア 岡山・永井ＢＣ 北海道・札幌藤の沢小 香川・香川スクール 香川・香川スクール 山梨・勝沼町スポ少

吉村　征美 樽野　有希 鶴田　愛美 長原　靖子 臼井　裕子 宮村　美紀 別所　美穂 小柳　知子

熊本・ＹＹＣ 福岡・北九州ジュニア 長崎・矢上小 北海道・旭川ジュニア 岐阜・大垣安井 東京・小平ジュニア 三重・櫛形 千葉・市原ジュニア

白山　愛子 山口　朋美 名越　麻衣 太田　麻衣 中山　佳美 松原　英里 原野　安由美 高井　麻奈由

白山　麻衣子 田崎　亜由美 久野　納菜 高野　愛理 加隈　さつき 五島　美妃 兼市　加奈 工藤　亜紀

長崎・矢上小 熊本・小田浦小 福岡・北九州ジュニア 富山・堀川南ジュニア 奈良・大和高田 岐阜・岐南東 徳島・赤松スポ少 北海道・大同サークル

桜井　温子 藤澤　美佑紀 前原　知佳 坂本　明子 浅原　さゆり 武下　ちどり 金森　裕子 賀集　彩

平山　優 蔵本　瑠衣子 高橋　玲子 小野　智子 藤原　三恵 椛島　のぞみ 村松　瑞穂 下村　琴美

宮城・塩竈ジュニア 香川・香川スクール 香川・木太ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 岡山・永井ＢＣ 佐賀・佐賀ジュニア 静岡・富士宮 北海道・十勝池田小

種目

６年

男子複

５年

６年

男子単

５年

６年

女子複

５年

６年

女子単

５年

５位３位



個人戦栄光の記録

第７回広島大会 1998.12.12～13 広島県立総合体育館

優勝 準優勝

佐伯　祐行 伊東　克範 長谷川　聡 須賀　亮 宮村　俊宏 本田　純 池沢　佑介 門屋　晃貴

岡山・永井ＢＣ 石川・大徳ジュニア 新潟・塚山ＪＢＣ 北海道・上磯ジュニア 東京・小平ジュニア 東京・荒川ＪＢ 千葉・α岩名ジュニア 栃木・雀宮中央小スポ少

川口　謙太郎 早川　賢一 山口　俊 黄倉　英 浦窪　文也 垰畑　陽平 田村　潤 川崎　裕司

熊本・植柳クラブ 滋賀・坂本スポ少 石川・志賀ジュニア 栃木・御幸スポ少 奈良・鴻ノ池中央 福岡・岡垣ジュニア 岡山・永井ＢＣ 広島・広島ジュニア

荒木　雄介 東山　勇樹 高島　雅彦 宮川　摩七斗 高階　知也 山田　雄一 黒須　啓如 嶋田　哲也

星野　健太朗 石井　敏之 鶴間　拓也 中島　忠昭 斉藤　章太 石川　直樹 會澤　文吾 鹿野　晃良

富山・上市ジュニア 岡山・永井ＢＣ 北海道・島牧ＪＢＣ 神奈川・下麻生ＢＣ 北海道・壮瞥少年団 東京・シャトラーズ深川 栃木・簗瀬小 福井・足羽ジュニア

野村　祐介 中園　隆一 昌山　由樹也 中西　和樹 矢倉　知樹 島津　悠 千葉　幸広 森田　祐史

佐々木　大介 中嶋　諒太 船内　克典 山下　包人 森山　篤史 遠藤　寿妃虎 佐藤　公 森田　正秀

福井・社南スポ少 福岡・京都クラブ 香川・木太南スポ少 富山・富山羽球クラブ 鳥取・飛鳥ジュニア 新潟・神山スポ少 宮城・塩竈ジュニア 奈良・大和郡山市昭和

浜中　麻亜子 川西　ゆかり 興津　由佳 高野　聖子 北川　由香 福森　絵理菜 藤井　瑞希 河端　菜美

石川・加賀市ジュニア 香川・香川スクール 石川・ひまわり 鹿児島・大明丘スポ少 岡山・豊体協 京都・京都ジュニア 熊本・湯浦小 北海道・恋南スポ少

西村　沙希 松尾　静香 岡野　由有佳 垣岩　真未 今別府　香里 横井　のぞみ 渡辺　ちひろ 白山　愛子

石川・森本ジュニア 大阪・瓜破西ＳＳＣ 岡山・永井クラブ 滋賀・坂本スポ少 奈良・大和高田市 香川・香川スクール 宮城・塩竈ジュニア 長崎・矢上小

江渕　愛美 三宅　司 下崎　彩 恵良　友里亜 矢倉 島津　悠 千葉 森田

金山　友萌 西山　愛里 谷口　智美 木本　千尋 森山 遠藤　寿妃虎 佐藤 森田

富山・和合ジュニア 岡山・永井ＢＣ 福岡・海老津クラブ 大阪・瓜破西ＳＳＣ 鳥取・飛鳥ジュニア 新潟・神山スポ少 宮城・塩竈ジュニア 奈良・大和郡山市昭和

白山　麻衣子 谷内　香織 高井　麻奈由 太田　麻衣 中田　美和 松本　彩佳 原野　安由美 曽田　和美

鶴田　真理 佐々木　彩乃 工藤　亜紀 高野　愛理 神原　美保 舛田　和美 兼市　加奈 清水　寛子

長崎・矢上小 富山・婦中ジュニア 北海道・大同サークル 富山・堀川南ジュニア 北海道・島牧ＪＢＣ 徳島・平野 徳島・赤松スポ少 神奈川・下麻布ＢＣ

女子単

５年

６年

男子複

種目

５年

６年

男子単

５年

６年
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５年

６年

５位３位



個人戦栄光の記録

第８回三重大会 1999.12.25～26 三重県営サンアリーナ

優勝 準優勝

佐々木　啓 玉井　晧也 上田　拓馬 斉藤　章太 川下　剛士 垰畑　亮太 松川　直弘 岩見　隆広

宮城・塩竈ジュニア 福岡・北九州ジュニア 東京・小平ジュニア 北海道・壮瞥少年団 広島・広島ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 福井・勝山ジュニア 広島・広島ジュニア

佐伯　祐行 東山　勇樹 岡田　裕之 安東　総兵 林　純司 那須賀　亮 伊東　克範 中嶋　諒太

岡山・永井ＢＣ 香川・永井ＢＣ 奈良・桜井クラブ 石川・大徳ジュニア 三重・三重ジュニア 北海道・上磯ジュニア 石川・大徳ジュニア 福岡・京都クラブ

逢澤　宏亮 松丸　一輝 芦原　毅士 瀬川　昂平 内田　諒 松岡　大生 松口　和弘 猫本　竜也

中野　良祐 田児　賢一 飯田　雄介 高嶋　淳平 田端　章人 三好　耕二 堀内　拓人 大田　圭佑

岡山・永井ＢＣ 埼玉・太田ジュニア 大分・東大分ジュニア 富山・上市ジュニア 三重・三重ジュニア 香川・香川スクール 埼玉・ビッキーズ 広島・広島ジュニア

三宅　達也 星野　健太朗 嶋田　哲也 高島　雅彦 石川　直樹 山口　耕平 宮川　摩七斗 杉本　祐斗

石井　敏之 荒木　雄介 鹿野　晃良 鶴間　拓也 山田　雄一 羽石　直弥 中島　忠昭 浜田　悠歩

岡山・永井ＢＣ 富山・上市ジュニア 福井・足羽ジュニア 北海道・島牧ＪＢＣ 東京・シャトラーズ深川 栃木・上戸祭スポ少 神奈川・下麻生 奈良・橿原ジュニア

樽野　恵 藤井　瑞希 小川　貴代 藤澤　香織 浦窪　真代 佐々木　悠乃 井上　莉沙 田村　千秋

福岡・北九州ジュニア 熊本・湯浦小学校 富山・庄南スポ少 香川・香川スクール 奈良・鴻ノ池中央 富山・婦中ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 福岡・椎田西ジュニア

濱島　未来 浜中　麻亜子 清水　裕子 斉藤　智子 大條　小真姫 村山　麻希奈 川西　ゆかり 長野　亜沙美

愛知・石ケ瀬スポ少 石川・加賀市ＪＢＣ 北海道・札幌手稲ｼﾞｭﾆｱ 福井・杜南ジュニア 愛媛・中萩ＪＢＣ 東京・小平ジュニア 香川・香川スクール 香川・香川スクール

伊牟田　詩織 西谷　妙子 岸本　可奈 千崎　美穂 村山　絵理花 三田村　侑美 旗生　夕姫 岡田　友梨

大谷　瞳 逸崎　あずさ 木場　万里慧 伊藤　小菜美 佐藤　若菜 山口　由香 福島　瑞穂 日和佐　眞尋

新潟・新潟ＪＢＣ 奈良・橿原ジュニア 香川・香川スクール 宮城・仙台東部ジュニア 宮城・塩竈ジュニア 福井・味真野スポ少 福岡・海老津ジュニア 愛媛・東雲スポ少

江渕　愛美 三宅　司 渡部　葵 水口　さゆり 村松　彩乃 多田　彩華 谷口　智美 山中　亜理沙

金山　友萌 西山　愛里 大塚　有加里 南出　なつき 金森　享子 岸本　真美 下崎　彩 上田　知里

富山・和合ジュニア 岡山・永井ＢＣ 岐阜・大垣安井少年団 石川・ひまわり 静岡・富士宮スポ少 香川・香川スクール 福岡・海老津ジュニア 熊本・高田小

女子単

５年

６年

女子複

５年

６年
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５年
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６年
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個人戦栄光の記録

第９回埼玉大会 2000.12.09～10 久喜市総合体育館

優勝 準優勝

宇野　賢人 和田　周 原田　和憲 宮本　樹希 三浦　健豊 木場　勇介 黒田　匠馬 内藤　浩司

滋賀・坂本スポ少 埼玉・チャレンジャー 福岡・北九州ジュニア 熊本・北部ジュニア 石川・大徳ジュニア 香川・香川スクール 岐阜・下羽栗スポ少 神奈川・串川育成会

三橋　将希 三好　耕ニ 小泉　秀登 中村　雄喜 水口　裕治 鈴木　陵麻 宮本　大地 野口　勝利

神奈川・横浜白山 香川・香川スクール 香川・木太ジュニア 北海道・札幌大同少年団 石川・ひまわり 北海道・岩見沢飛翔会 福岡・ストリングス 茨城・阿見スポ少

佐々木　啓 玉井　晧也 川下　剛史 松川　直弘 近藤　早寿 太田　圭祐 竹内　裕也 小林　瑛二郎

宮城・塩竈ジュニア 福岡・北九州ジュニア 広島・大野ジュニア 福井・勝山 福岡・海老津ジュニア 広島・広島ジュニア 新潟・塚山 東京・国分寺ジュニア

矢部　拓也 柿崎　渉 小川　直人 関　真彦 諏訪内　翔太 栗田　純貴 平山　涼介 中野　奨

村上　俊 佐久間　浩平 神内　勇樹 浦　翔太 浮須　慎太郎 井上　謙一郎 中井　翔太 田岡　隼平

滋賀・坂本スポ少 北海道・岩見沢若松小 香川・木太南 石川・Ｊｃａｔ’ｓ 北海道・上磯ジュニア 香川・中央スポ少 広島・広島ジュニア 三重・有緝スポ少

田児　賢一 松本　岳 嘉村　健士 森本　貴則 和田　力也 吉田　武弘 渡辺　礼 小櫻　翼

松丸　一輝 小村　勇太 円城寺　尚人 森本　智則 和田　真弥 稲村　聡 佐藤　優彦 深川　直晶

埼玉・太田ジュニア 島根・おろちクラブ 佐賀・七山モンキーズ 鳥取・大栄クラブ 福岡・北九州ジュニア 群馬・桐生ジュニア 群馬・桐生ジュニア 富山・富山羽球

逢澤　宏亮 芦原　毅士 内田　諒 竹内　宏徳 内藤　徳亮 中山　拓哉 千京　史知 松本　寛史

中野　良祐 飯田　雄介 山崎　高広 竹内　啓哉 森下　卓哉 中鉢　隼人 片岸　史治 川上　佑輔

岡山・永井ＢＣ 大分・東大分ＪＢＣ 三重・三重ジュニア 福井・勝山 群馬・桐生ジュニア 北海道・十勝ジュニア 福井・勝山南部 岡山・永井ＢＣ

北　はるな 井上　樹理 野口　世莉菜 橋本　由衣 松原　怜美 原　香織 土屋　美帆 松友　美佐紀

奈良・橿原ジュニア 佐賀・玄海ジュニア 愛知・北山東山ファミリ 岩手・ライスヒルズジュニア 北海道・十勝鈴蘭スポ少 東京・小平ジュニア 福井・武生西 徳島・藍住エンジェル

村上　彩 升巴　七都希 桜井　みどり 笹間　なつき 西山　夕美子 野尻野　匡世 栗原　文音 津村　優衣

石川・崎浦ジュニア 大分・春日ジュニア 石川・大徳ジュニア 千葉・柏南部ジュニア 東京・小平ジュニア 愛知・はり～あっぷ 福岡・北九州ジュニア 大阪・瓜破西ＳＳＣ

樽野　恵 藤井　瑞希 藤澤　香織 大阪　あや 奥　幸那 中原　唯衣 佐々木　理恵 北吉　穂香

福岡・北九州ジュニア 熊本・湯浦小学校 香川・香川スクール 徳島・内町ジュニア 岐阜・池田少年団 群馬・太田ジュニア 北海道・札幌白石ジュニア 京都・長岡京ジュニア

佐々木　彩 佐藤　詩織 玉木　絵里子 丸山　詩織 池田　千恵 坂倉　彩 高野　萌 今　彩

東野　良美 猪股　祥 菅野　友 林田　夏奈 東篠　彩香 西　友理 清水　綾 名須賀　歩

大阪・瓜破西ＳＳＣ 宮城・木ノ下ジュニア 宮城・塩竈ジュニア 徳島・赤松スポ少 鹿児島・西田スポ少 奈良・橿原ジュニア 愛知・石ケ瀬スポ少 北海道・上磯ジュニア

西川　真奈美 木村　有花 裏　晴佳 工藤　香織 影山　尚香 室達　茜 坂中　夢 鍋田　莉江

高橋　礼華 鈴木　梢 奥井　智菜美 鵜飼　彩香 松岡　真里枝 畑　安沙美 牧之瀬　みほ 吉田　実紗

奈良・橿原ジュニア 千葉・柏南部ジュニア 富山・豊田スポ少 宮城・塩竈ジュニア 広島・広島ジュニア 石川・金沢ジュニア 鹿児島・皇徳寺少年団 富山・砺波東部スポ少

伊牟田　詩織 福島　瑞穂 千崎　美穂 西谷　妙子 田崎　亜由美 岩崎　千愛 山口　由香 藤川　香菜

大谷　瞳 旗生　有姫 伊藤　小菜美 逸崎　あずさ 山口　美穂 中西　希衣 三田村　侑美 川田　茉依

新潟・新潟ジュニア 福岡・海老津ジュニア 宮城・仙台東部ジュニア 奈良・橿原ジュニア 熊本・小田浦小学校 香川・香川スクール 福井・味真野スポ少 岡山・永井ＢＣ
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個人戦栄光の記録

第１０回広島大会 2002.01.04～07

優勝 準優勝

尾野　拓郎 坂中　賢太 井上　拓哉 高地　修史 藤巻　嵩寛 平井　優也 東野　圭悟 辻　大貴

北海道・苫小牧リトル 鹿児島・皇徳寺少年団 熊本・植柳ジュニア 岡山・モアクラブ 長野・大町南小学校 滋賀・坂本倶楽部 大阪・瓜破西ＳＳＣ 富山・富山クラブ

宇野　賢人 三浦　健豊 木場　勇介 和田　周 木戸　道治 原田　和憲 宮本　樹希 黒田　匠馬

滋賀・坂本倶楽部 石川・大徳ジュニア 香川・香川スクール 埼玉・チャレンジャー 宮城・あおばイーグルス 福岡・北九州ジュニア 熊本・北部ジュニア 岐阜・下羽栗スポ少

小泉　秀登 園田　啓悟 大野　潤也 土居　寛人 仲井　佑太 三好　耕二 中山　健太郎 武下　利一

香川・木太ジュニア 熊本・植柳ジュニア 佐賀・佐賀ジュニア 香川・中央スポ少 鳥取・大栄町育成会 香川・香川スクール 兵庫・ＳＪＢＣ 佐賀・佐賀ジュニア

星野　翔平 権藤　太平 中井　翔太 砂井　良介 福家　雄彦 畑本　康貴 下田　祥平 高山　大貴

佐伯　優人 権藤　公平 平山　涼介 米田　健司 長谷川　達也 小沢　拓 竹原　慧 丸尾　恭輔

富山・上市町ｊｒ 熊本・八代ｊｒ 広島・広島ｊｒ 新潟・小須戸町スポ少 香川・綾南ジュニア 北海道・旭川東光小学校 鹿児島・皇徳寺スポ少 大分・三芳ジュニア

村上　俊 鈴木　智也 田岡　隼平 関　真彦 北林　峻 小川　直人 山口・中山 吉岡　直敏

矢部　拓也 富山　拓哉 中野　奨 浦　翔太 北林　悠 神内　勇樹 山口・中山 下村　和馬

滋賀・坂本倶楽部 栃木・上戸祭スポ少 三重・三重ジュニア 石川・Ｊｃａｔ’ｓ 埼玉・川口クラブ 香川・木太南スポ少 佐賀・玄海ジュニア 福岡・岡垣ジュニア

和田　力也 森本　貴則 嘉村　健士 宮野　一樹 小村　勇太 溝口　元気 堀内　拓人 太田　誠

和田　真弥 森本　智則 円城寺　尚人 北島　翔太 松本　岳 志田　裕一郎 八木　彬人 青木　智之

福岡・北九州ｊｒ 鳥取・大栄町育成会 佐賀・七山モンキーズ 広島・祇園クラブ 島根・おろちクラブ 長崎・長与シャトルズ 埼玉・チャレンジャークラブ 富山・豊田スポ少

松友　美佐紀 平井　亜紀 小松　千洋 三谷　美菜津 関羽　茜 亀田　楓 山中　千里 浦谷　夏未

徳島・藍住エンジェル 香川・香川スクール 宮城・塩竈ジュニア 石川・ＯＫジュニア 広島・あかねジュニア 神奈川・横須賀ジュニア 滋賀・リトルスマッシュ 滋賀・坂本倶楽部

高橋　礼華 北　はるな 石川　ゆい 柚木　杏奈 広畑　里江 柏原　未久 野口　世莉菜 橋本　由衣

奈良・橿原ジュニア 奈良・橿原ジュニア 福岡・椎田クラブ 兵庫・ひよどりジュニア 岡山・永井ＢＣ 埼玉・越ケ谷ジュニア 愛知・Ｎ・Ｂ・Ｃ 岩手・ライスヒルズジュニア

野尻野　匡世 村上　彩 升巴　七都希 垣岩　令佳 山口　佳恵 戸田　みよ子 西山　夕美子 永田　知里

愛知・はりーあっぷ 石川・崎浦ジュニア 大分・春日ジュニア 　滋賀・坂本倶楽部 茨城・恋南スポ少 広島・広島ジュニア 東京・小平ジュニア 岐阜・笠松スポ少

山下　杏利 水口　愛梨 若松　優子 相沢　晴香 芝野　広夏 米田　志帆 松尾　薫乃 折霜　麻衣

森山　晴捺 藤本　佳那 青木　優子 山本　希実 山村　聡美 三住　優華 鎧　沙姫 末松　美聡

鹿児島・皇徳寺少年団 徳島・藍住エンジェル 千葉・柏南部ジュニア 広島・祇園クラブ 石川・中央ジュニア 北海道・旭川東光小学校 北海道・岩見沢若松子供会 北海道・高砂同好会

佐々木　彩 菅野　友 高野　萌 内田　紗恵 岩永　舞子 西　友理 神田　織恵 福森　弥生

東野　良美 玉木　絵里子 清水　綾 清水　亜矢 園田　ちひろ 寶田　ひかり 横山　祐美子 久保　遥

大阪・瓜破西ＳＳＣ 宮城・塩竈ジュニア 愛知・石ケ瀬スポ少 三重・三重ジュニア 鹿児島・皇徳寺スポ少 奈良・橿原ジュニア 東京・国分寺ジュニア 鹿児島・皇徳寺スポ少

坂中　夢 石井　那実 鈴木　梢 池田　未紀 浅沼　美樹 裏　晴佳 松友　仁美 氏家　由香利

牧之瀬　みほ 矢野　智恵美 木村　有花 安田　晴香 小泉　さやか 奥井　智菜美 羽里　直緒 日根野　光恵

鹿児島・皇徳寺少年団 栃木・上戸祭スポ少 千葉・柏南部ジュニア 富山・砺波東部スポ少 北海道・大川ベアーズ 富山・豊田スポ少 徳島・藍住エンジェル 徳島・藍住エンジェル

広島県立総合体育館　（グリーンアリーナ）

女子複

４年

５年

６年

女子単

４年

５年

６年

男子複

４年

５年

６年

種目 ５位

男子単

４年

５年

６年

３位



個人戦栄光の記録

第11回福岡大会 2003.01.04～07 北九州市立総合体育館

優勝 準優勝

堀内　研人 和田　治久 中村　亮太 竹内　宏気 竹田　大介 大橋　擁太郎 島田　大輝 山口　凌司

埼玉・チャレンジャー 埼玉・チャレンジャー 滋賀・ベイシックジュニア 大阪・柏原ジュニア 石川・Ｊｃａｔ’ｓ 岐阜・大垣北少年団 北海道・芽室少年団 福島・長門石ジュニア

大滝　直人 大島　智彦 井上　拓哉 高地　修史 尾野　拓郎 佐久間　浩平 藤巻　嵩寛 辻　大貴

大阪・瓜破西ＳＳＣ 栃木・雀宮中央 熊本・植柳ジュニア 岡山・モアクラブ 北海道・苫小牧リトル 北海道・岩見沢若松子供会 長野・大町南小学校 富山・富山クラブ

佐藤　黎 木戸　道治 原田　和憲 宇野　賢人 円城寺　尚人 和田　周 木場　勇介 三浦　健豊

宮城・あおばイーグルス 宮城・あおばイーグルス 福岡・北九州ジュニア 滋賀・坂本倶楽部 佐賀・七山モンキーズ 埼玉・チャレンジャークラブ 香川・香川スクール 石川・金沢ジュニア

藤井　佑介 山口　勇気 浅井　豪太 小沢　拓 田中　蓮 松尾　龍斗 品川　武紀 鈴木　大貴

住友　聡 山本　茂人 藤田　康史 畑本　康貴 山口　貴之 小坂　一貴 濱崎　元輝 広瀬　功樹

北海道・小樽ＳＡＷＡジュニア 愛知・石ケ瀬スポ少 愛知・はりーあっぷ 北海道・旭川東光小学校 熊本・久多良木小 北海道・岩見沢若松子供会 福岡・甘朝あいしんジュニア 福井・フェニックス福井ジュニア

星野　翔平 中井　翔太 砂井　良介 福家　雄彦 三浦　貴大 塚本　好喜 穴見　正隆 権藤　太平

佐伯　優人 平山　涼介 米田　健司 長谷川　達也 佐藤　一誠 大塩　俊生 蒲原　健太郎 権藤　公平

富山・上市町ジュニア 広島・広島ジュニア 新潟・小須戸町スポ少 香川・綾南ジュニア 山形・いつきスポ少 島根・おろちＢＣ 福岡・山家ジュニア 熊本・八代ジュニア

村上　俊 吉岡　直敏 志田　裕一郎 山村　駿介 山口　剛 茶園　結基 平池　淳希 鈴木　智也

矢部　拓也 下村　和馬 岩崎　龍馬 埜島　勇樹 中山　泰輔 岩崎　正洋 駒井　亜星 富山　拓哉

滋賀・坂本倶楽部 福岡・岡垣ジュニア 長崎・長与シャトルズ 富山・婦中ジュニア 佐賀・玄海ジュニア 香川・香川スクール 北海道・豊浦ファイターズ 栃木・上戸祭スポ少

高橋　沙也加 浦谷　夏未 河村　美咲 未松　美聡 中村　梨沙 下農　麻結 大篠　祐佳李 城口　優里花

奈良・橿原ジュニア 滋賀・坂本倶楽部 山口・下松ジュニア 北海道・高砂小同好会 埼玉・チャレンジャークラブ 大阪・大東ジュニア 愛媛・中萩ＪＢＣ 愛知・大野スポ少

松友　美佐紀 神原　靖奈 森山　晴捺 逢澤　舞 関羽　茜 亀田　楓 中野　由美 平井　亜紀

徳島・藍住エンジェル 徳島・藍住エンジェル 鹿児島・皇徳寺スポ少 岡山・永井ＢＣ 広島・あかねジュニア 神奈川・横須賀協会ジュニア 和歌山・衣奈ジュニア 香川・香川スクール

高橋　礼華 北　はるな 井上　樹理 土谷　美帆 豊田　希美 合田　侑希 古田　麻衣子 前田　莉沙

奈良・橿原ジュニア 奈良・橿原ジュニア 佐賀・玄海ジュニア 福井・武生西スポ少 広島・呉昭和ジュニア 愛媛・中萩ＪＢＣ 埼玉・所沢ジュニア 岐阜・松枝スポ少

石崎　智絵理 峰　歩美 市丸　美里 山谷　めぐみ 牧之瀬　絵里 篠田　未来 秋元　直美 今野　あゆみ

伊藤　友香 興猶　くるみ 上田　ちなつ 小野寺　萌子 中村　ゆり絵 柳　有紗 原島　幸希 佐藤　深雪

新潟・新潟ジュニア 愛知・はりーあっぷ 佐賀・唐津ジュニア 北海道・森少年団 鹿児島・皇徳寺スポ少 群馬・強戸ジュニア 東京・青梅ジュニア 宮城・あおばイーグルス

若松　優子 山本　希実 松尾　薫乃 伊藤　賢子 水口　愛梨 谷口　有沙 伊藤　友紀 山下　杏利

青木　優子 山田　真央 鎧　沙姫 村内　美紀 藤本　佳那 稲見　梢 竹内　千晶 柏木　七

千葉・柏南部ジュニア 広島・広島ジュニア 北海道・岩見沢若松子供会 富山・富山クラブ 徳島・藍住エンジェル 栃木・益子ジュニア 福井・勝山ジュニア 鹿児島・皇徳寺スポ少

佐々木　彩 菅野　友 岩永　舞子 高野　萌 米元　陽花 井筒　恵里子 福森　弥生 神田　織恵

東野　良美 玉木　絵里子 園田　ちひろ 清水　綾 米元　小春 渡辺　みどり 久保　遥 横山　祐美子

大阪・瓜破西ＳＳＣ 宮城・塩竈ジュニア 鹿児島・皇徳寺スポ少 愛知・石ケ瀬スポ少 広島・あかねジュニア 埼玉・所沢ジュニア 鹿児島・皇徳寺スポ少 東京・国分寺ジュニア

種目 ３位 ５位

男子単
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５年

６年
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４年

５年

６年
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４年

５年

６年
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４年
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６年



個人戦栄光の記録

第１２回宮城大会 2003.12.20～23 仙台市体育館

優勝 準優勝

佐々木　崇 近藤　拓未 豊島　大地 島田　航 斉藤　太一 濱崎　元輝 大森　悠馬 新垣　秀治

大阪・瓜破西ＳＳＣ 新潟・佐渡オールアタック 鹿児島・吉野スポ少 北海道・札幌遊羽ジュニア 千葉・市川ジュニア 福岡・甘朝クラブ 東京・小平ジュニア 沖縄・越来ドリームズ

和田　治久 堀内　研人 染木　俊寛 竹内　宏気 美波　直岐 藤田　悠佑 島田　大輝 南　淳也

埼玉・チャレンジャー 埼玉・チャレンジャー 鹿児島・吉野東スポ少 大阪・瓜破西ＳＳＣ 奈良・桜井クラブ 宮城・高鍋ジュニア 北海道・芽室町少年団 石川・埼浦ジュニア

大滝　直人 逢澤　良亮 井上　拓哉 大島　智彦 藤巻　嵩寛 尾野　拓郎 高地　修史 坂中　賢太

大阪・瓜破西ＳＳＣ 岡山・永井ＢＣ 熊本・植柳小 栃木・雀宮中央 長野・大町南 北海道・苫小牧リトル 岡山・永井ＢＣ 鹿児島・皇徳寺スポ少

松尾　龍斗 中山　祐希 三津川　剛史 古賀　輝 神田　遼 林　昴宏 松本佑大 石黒　貴司

小坂　一貴 金子　祐樹 河崎　駿輔 森田　浩平 松居　圭一郎 間瀬　亮介 山口　北斗 森元　大祐

北海道・岩見沢若松子供会 埼玉・出羽バドミンタン 滋賀・坂本倶楽部 福岡・岡垣ジュニア 石川・大徳ジュニア 愛知・はりーあっぷ 佐賀・玄海ジュニア 奈良・橿原ジュニア

山口　勇気 藤田　康史 小沢　拓 藤井　佑介 名田　康平 鈴木　大貴 竹内　義憲 吉岡　知浩

山本　茂人 浅井　豪太 畑本　康貴 住友　聡 佐々木　健斗 広瀬　功樹 渡部　茂太 川上　甚

愛知・石ケ瀬スポ少 愛知・はりーあっぷ 北海道・旭川東光小学校 北海道・小樽ＳＡＷＡジュニア 大阪・瓜破西ＳＳＣ 福井・社南ジュニア 埼玉・チャレンジャークラブ 福岡・岡垣ジュニア

中井　翔太 中野　大輝 佐々木　望 浦井　唯行 竹原　慧 日谷　健 塚本　好喜 北谷　祐太

平山　涼介 高月　佑人 高橋　悠 村瀬　撃 満園　智彬 小林　翔太郎 大塩　俊生 藤谷　和輝

広島・広島ジュニア 岡山・永井ＢＣ 宮城・塩竈ジュニア 千葉・α野田ジュニア 鹿児島・皇徳寺スポ少 福井・フェニックス福井ジュニア 島根・おろちクラブ 香川・綾南ジュニア

福永　彩 山家　ゆりか 高瀬　秀穂 長野　愛菜 遠藤　麻奈美 木村　百花 水野　愛実 倉本　実歩

大分・東大分ジュニア 北海道・岩見沢若松子供会 千葉・α野田ジュニア 鹿児島・皇徳寺スポ少 兵庫・ひよどりジュニア 石川・加賀ジュニア 岐阜・池田少年団 愛媛・大生院ＪＢＣ

末松　美聡 木戸　よし美 高橋　沙也加 脇野　利奈 伊藤　美紗 田中　志穂 広瀬　優 阪口　智郁

北海道・高砂小同好会 宮城・あおばイーグルス 奈良・橿原ジュニア 鹿児島・皇徳寺スポ少 岩手・都南ジュニア 熊本・久多良木クラブ 岐阜・池田少年団 大阪・大東ジュニア

松友　美佐紀 藤井　珠生 逢澤　舞 関羽　茜 木村　瞳 森山　晴捺 小松　千洋 神原　靖奈

徳島・藍住エンジェル 愛知・はりーあっぷ 岡山・永井ＢＣ 広島・あかねジュニア 千葉・柏南部ジュニア 鹿児島・皇徳寺スポ少 宮城・塩竈ジュニア 徳島・藍住エンジェル

三木　江里子 斎藤　優菜 長　真由子 堂山　友里愛 石戸谷　友香 高松　美峰 國安　涼可 大澤　萌梨

柏原　奈弥 篠谷　菜留 河原市　澪 市津　愛理 鈴木　杏佳音 法師人　麻里 山本　桜子 井上　亜沙美

埼玉・出羽バドミンタン 愛知・北山東山ファミリークラブ 石川・大徳ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 北海道・旭川東光小学校 栃木・益子ジュニア 徳島・助任ジュニア 香川・中央スポ少

市丸　美里 中村　ゆり絵 篠田　未来 伊藤　友香 今野　あゆみ 小野寺　萌子 峰　歩美 稲葉　まゆ

上田　ちなつ 牧之瀬　絵里 安野　仁美 石崎　智絵理 佐藤　深雪 山谷　めぐみ 興猶　くるみ 漆崎　真子

佐賀・唐津ジュニア 鹿児島・皇徳寺スポ少 群馬・強戸ジュニア 新潟・新潟ジュニア 宮城・あおばイーグルス 北海道・森少年団 愛知・はりーあっぷ 兵庫・バルーンジュニア

山下　杏利 若松　優子 伊藤　賢子 水口　愛梨 大迫　晴加 疋島　千奈美 田中　杏奈 谷口　有沙

柏木　七 青木　優子 村内　美紀 藤本　佳那 田辺　あい 三納　恵莉佳 土居　未紗 稲見　梢

鹿児島・皇徳寺スポ少 千葉・柏南部ジュニア 富山・富山クラブ 徳島・藍住エンジェル 岐阜・安井少年団 石川・ＯＫジュニア 香川・木太ジュニア 栃木・益子ジュニア

種目 ３位 ５位

男子単

４年

５年

６年

男子複

４年

５年

６年

女子単

４年

５年

６年

女子複

４年

５年

６年



個人戦栄光の記録

第１３回愛知大会 2005.01.04～08 名古屋市中村スポーツセンター・東スポーツセンター

優勝 準優勝

井上　拓斗 藤野　琢人 河崎　駿輔 松居　圭一郎 桃田　賢斗 三浦　光將 金子　祐樹 福田　卓郎

佐賀・玄海ジュニア 神奈川・ＮＥＣジュニア 滋賀・坂本倶楽部 石川・大徳ジュニア 香川・吉津クラブ 青森・常盤ジュニア 埼玉・出羽バドミンタンクラブ 岡山・永井ＢＣ

佐々木　崇 豊島　大地 大森　悠馬 古賀　輝 神田　遼 飛高　健太郎 森田　浩平 近藤　拓未

大阪・瓜破西ＳＳＣ 鹿児島・吉野スポ少 東京・小平ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 石川・大徳ジュニア 山口・下松ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 新潟・佐渡オールアタック

竹内　宏気 堀内　研人 和田　治久 木村　健太朗 藤田　康史 南　淳也 藤田　悠佑 美波　直岐

大阪・瓜破西ＳＳＣ 埼玉・チャレンジャークラブ 埼玉・チャレンジャークラブ 香川・中央スポ少 愛知・大府ジュニア 石川・埼浦ジュニア 宮崎・高鍋ジュニア 奈良・桜井クラブ

具志堅　興祐 藤　慶行 成富　勇太 小川　光明 牧畠　秀樹 大江　直人 浅野　右京 佐伯　研介

上原　仁維斗 藤　正博 山崎　諒介 増田　康平 丸山　諒一郎 畠山　工 佐藤　満確 畠中　重義

沖縄・西原シャトル 福岡・香住ケ丘ジュニア 福岡・八幡西ジュニア 東京・練馬ジュニア 石川・中央ジュニア 香川・香川スクール 北海道・旭川東光小学校 北海道・朝里ＪＢＣ

森元　大祐 林　昴宏 佐々木　健斗 中村　和広 清本　樹 下河　勇雅 斉藤　太一 渡部　克栄

石黒　貴司 間瀬　亮介 河合　勇飛 谷本　真人 小川　祐輔 木村　大二朗 佐藤　俊介 東　凌輔

奈良・橿原ジュニア 愛知・大府ジュニア 大阪・瓜破西ＳＳＣ 広島・広島ジュニア 北海道・Ｔｅａｍ　ＯＫＡＢＥ 香川・中央スポ少 千葉・市川ジュニア 愛媛・川内ＪＢＣ

藤井　佑介 大塚　悟司 山口　勇気 吉岡　知浩 竹内　義憲 畑本　康貴 草彅　逸斗 鈴木　大貴

住友　聡 東久保　貴 山本　茂人 川上　甚 渡部　茂太 小沢　拓 吉原　康司 広瀬　功樹

北海道・小樽ＳＡＷＡジュニア 福岡・バドキッズ 愛知・大府ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 埼玉・チャレンジャークラブ 北海道・旭川東光小学校 北海道・札幌遊羽ジュニア 福井・社南ジュニア

名田　千晶 柏原　奈弥 板垣　春花 牧野　怜奈 柳　郁美 今林　里沙 大堀　優 峰　郁美

大阪・吹田ジュニアコンドル 埼玉・出羽バドミンタン 新潟・新潟ジュニア 北海道・旭川東光小学校 千葉・α野田ジュニア 鹿児島・伊敷台小学校 福島・オレンジジュニア 愛知・大府ジュニア

伊藤　里菜 福永　彩 高瀬　秀穂 村瀬　真祐 森山　ゆいか 藤野　未紗子 木村　友都 飯高　沙彩

北海道・旭川愛宕東スポ少 大分・東大分ＪＢＣ 千葉・α野田ジュニア 福井・武生ジュニア 愛知・大府ジュニア 岐阜・大垣北スポ少 滋賀・坂本倶楽部 埼玉・庄和シャトルズ

浦谷　夏未 田中　志穂 高橋　沙也加 河村　美咲 城口　優里花 古西　佳那子 中村　梨沙 末松　美聡

滋賀・坂本倶楽部 熊本・久多良木小学校 奈良・橿原ジュニア 山口・下松ジュニア 愛知・大野スポ少 富山・上市スクール 埼玉・チャレンジャークラブ 北海道・高砂小学校

角田　英里 林　望美 笹川　美彩子 吉野　里彩 下鍵　広 渡辺　あかね 原田　なつみ 小川　由香

鳥居　彩乃 藤川　美寿季 杉本　彩華 小坂　美怜 中村　真瑠美 六倉　密 大幡　晴佳 西川　菜月

千葉・松戸六実ジュニア 岐阜・大垣北スポ少 鹿児島・皇徳寺スポ少 富山・婦中ジュニア 奈良・橿原ジュニア 埼玉・出羽バドミンタンクラブ 栃木・益子ジュニア 愛知・大府ジュニア

篠谷　菜留 鈴木　萌 佐藤　加奈 佐々木　優実 俣野　愛美 國安　涼可 榎本　優美 高松　美峰

斉藤　優菜 川岸　由布子 森川　聖良 千葉　雪乃 菅　由里子 山本　桜子 石橋　千笑美 法師人　麻里

愛知・大府ジュニア 北海道・旭川北光小学校 大分・稙田ジュニア 北海道・旭川嵐山小学校 千葉・柏南部ジュニア 徳島・助任ジュニア 千葉・松戸六実ジュニア 栃木・益子ジュニア

篠田　未来 市丸　美里 峰　歩美 今野　あゆみ 平野　華梨 山本　由里耶 中村　ゆり絵 伊藤　友香

安野　仁美 上田　ちなつ 興猶　くるみ 佐藤　深雪 中谷　容子 荒川　実南 牧之瀬　絵里 石崎　智絵理

群馬・強戸ジュニア 佐賀・唐津ジュニア 愛知・大府ジュニア 宮城・あおばイーグルス 富山・富山クラブ 奈良・橿原ジュニア 鹿児島・皇徳寺スポ少 新潟・新潟ジュニア

種目 ３位 ５位

男子単

４年

５年

６年

男子複

４年

５年

６年

女子単

４年

５年

６年

女子複

４年

５年

６年



個人戦栄光の記録

第１４回奈良大会 2005.12.22～26 大和郡山市総合公園多目的体育館・奈良市中央体育館

優勝 準優勝

木村　大二朗 古賀　穂 山角　太佑 中里　裕貴 藤　慶行 三島　優 山村　祐樹 森田　慎司

香川・中央スポ少 福岡・岡垣ジュニア 和歌山・高松ジュニア 栃木・宇都宮ダッシングクラブ 福岡・ＳＳスポーツ 島根・子川クラブ 富山・婦中ジュニア 鳥取・飛鳥クラブ

金子　祐樹 桃田　賢斗 井上　拓斗 福田　卓郎 松居　圭一郎 藤野　琢人 三浦　光將 河崎　駿輔

埼玉・出羽バドミンタンクラブ 香川・吉津クラブ 佐賀・玄海ジュニア 岡山・永井ＢＣ 石川・大徳ジュニア 神奈川・ジュニアＢｉｒｄｓ 青森・常盤ジュニア 滋賀・坂本倶楽部

大森　悠馬 佐々木　崇 豊島　大地 古賀　輝 近藤　拓未 小坂　一貴 中山　祐希 櫻井　恵介

東京・小平ジュニア 大阪・瓜破西ＳＳＣ 鹿児島・吉野スポ少 福岡・岡垣ジュニア 新潟・佐渡オールアタック 南北海道・若松子供会 埼玉・出羽バドミンタン 茨城・守谷withスポ少

松本　康平 植木　祐太 中島　未公 上原　正太 目野　暁大 前田　賢史朗 上野　貴弘 米田　耕司

下農　走 手塚　大輔 平井　貴大 西平　賢矢 馬場　湧生 青山　駿平 上山　竜之介 松本　多聞

大阪・瓜破西ＳＳＣ 神奈川・横浜白山スポ少 富山・婦中ジュニア 沖縄・糸満ジュニア 福岡・古賀ジュニア 福井・足羽ジュニア 栃木・益子ジュニア 千葉・松戸六実ジュニア

具志堅　興祐 竹田　直高 牧畠　秀樹 浅野　右京 駒井　砂竜 大屋　季生 米持　雄貴 村瀬　夢之介

上原　仁維斗 藤澤　智司 丸山　諒一郎 佐藤　満確 羅津　勝太 玉城　一星 山崎　諒介 高野　陽介

沖縄・西原シャトル 愛知・ウイスタリアジュニア 石川・中央ジュニア 北北海道・東光少年団 南北海道・豊浦ファイターズ 沖縄・糸満ジュニア 福岡・八幡西ジュニア 愛知・ウイスタリアジュニア

佐々木　健斗 清本　樹 林　昴宏 斉藤　太一 濱崎　元輝 森元　大祐 村井　拓朗 中村　和広

河合　勇飛 松谷　龍之介 間瀬　亮介 佐藤　俊介 森田　浩平 石黒　貴司 甲谷　望 谷本　真人

大阪・瓜破西ＳＳＣ 南北海道・ＴｅａｍＯＫＡＢＥ 愛知・大府ジュニア 千葉・市川ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 奈良・橿原ジュニア 秋田・八郎潟レイクジュニア 広島・広島安佐ジュニア

加藤　美幸 芹澤　妃那子 松岡　英美 鳴海　愛結果 小川　由香 松田　蒼 山口　茜 疋田　真美

岡山・ＴＯＹＯ体協ＢＣ 静岡・御殿場ジュニア 福岡・シャトルハウス 宮城・塩竈ジュニア 愛知・大府ジュニア 大阪・吹田ジュニアコンドル 福井・勝山南部ジュニア 奈良・鴻池中央スポ少

鳥居　彩乃 柳　郁美 柏原　奈弥 名田　千晶 奥原　希望 牧野　怜奈 小見山　彩 今林　里沙

千葉・柏南部ジュニア 千葉・α野田ジュニア 埼玉・出羽バドミンタンクラブ 大阪・吹田ジュニアコンドル 長野・大町キッズ 北北海道・東光少年団 岡山・ミッキーズ 鹿児島・伊敷台小学校

高瀬　秀穂 伊藤　里菜 福永　彩 村瀬　真祐 久保　汐莉那 川崎　実奈子 木村　友都 森山　ゆいか

千葉・α野田ジュニア 北北海道・愛宕東小学校 大分・東大分ジュニア 福井・武生ジュニア 山口・周南ジュニア 奈良・鴻池中央スポ少 滋賀・坂本倶楽部 愛知・大府ジュニア

西尾　千空 星　千 智 中西　理緒 塚本　あゆみ 森　瑞希 小松田　莉菜 多田　百花 大野　瞳

櫻本　絢子 吉森　朱里 中村　恭子 石澤　未夢 山岸　麻生 高田　結衣 林　瑞希 西坂　はるな

福岡・海老津ジュニア 石川・松任ジュニア 三重・小俣町スポ少 南北海道・大同ジュニア 東京・サザンウイングス 岐阜・大垣安井BSS 香川・花園ジュニア 福岡・満石ジュニア

渡辺　あかね 原田　なつみ 吉野　里彩 林　望美 杉本　彩華 大塚　蛍 我妻　美沙紀 平野　利江子

六倉　密 大幡　晴佳 小坂　美怜 藤川　美寿季 笹川　美彩子 宮園　このみ 本間　千秋 中西　優子

埼玉・出羽バドミンタンクラブ 栃木・益子ジュニア 富山・婦中ジュニア 岐阜・大垣北ＢＳＳ 鹿児島・皇徳寺スポ少 福井・武生ジュニア 宮城・塩竈ジュニア 香川・香川スクール

堂山　友里愛 佐々木　優実 斉藤　美紀 佐野　百花 鈴木　萌 斉藤　優菜 井上　朋美 俣野　愛実

藤原　沙也加 千葉　雪乃 関根　由美花 山口　ソヨカ 川岸　由布子 浜島　優美 山本　鞠花 菅　由里子

福岡・岡垣ジュニア 北北海道・嵐山小学校 埼玉・出羽バドミンタンクラブ 富山・富山和合クラブ 北北海道・北光少年団 愛知・大府ジュニア 福岡・満石ジュニア 千葉・柏南部ジュニア

種目 ３位 ５位

男子単

４年

５年

６年

男子複

４年

５年

６年

女子単

４年

５年

６年

女子複

４年

５年

６年



個人戦栄光の記録

第１5回大分大会 2007.01.04～08 別府市総合体育館（べっぷアリーナ）

優勝 準優勝

玉手　勝輝 古賀　穂 下農　走 田崎　真吾 中原　拓也 小川　桂汰 大西　翔太 常山　幹太

宮城・横倉ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 大阪・瓜破西ＳＳＣ 栃木・宇都宮ダッシングクラブ 鳥取・箕蚊屋ジュニア 静岡・大井川ジュニア 愛媛・ジュニアスクール松山 滋賀・草津ジュニア

松本　康平 中里　裕貴 木村　大二朗 小林　優吾 藤　慶行 五十嵐　優 西川　裕次郎 保木　卓朗

大阪・瓜破西ＳＳＣ 栃木・宇都宮ダッシングクラブ 香川・中央スポ少 宮城・塩竈ジュニア 福岡・ＳＳスポーツ 山形・鶴岡城北スポ少 滋賀・坂本倶楽部 山口・旭ヶ丘ＪＢＣ

桃田　賢斗 高田　晃 井上　拓斗 金子　祐樹 松居　圭一郎 後藤　圭亮 藤野　琢人 河崎　駿輔

香川・三豊ジュニア 群馬・桐生川内ジュニア 佐賀・玄海ジュニア 埼玉・出羽バドミンタンクラブ 石川・大徳ジュニア 岐阜・リバース 神奈川・ジュニアＢｉｒｄｓ 滋賀・坂本倶楽部

塚本　光希 笹川　大志 佐藤　圭太 米田　耕司 梅本　隆誠 岩田　知大 酒井　順平 竹内　裕哉

西方　優馬 篠原　麟太郎 山崎　慎也 松本　多聞 吉村　徳仁 松瀬　隼斗 菊池　要助 西部　凌太

南北海道・大同ジュニア 鹿児島・皇徳寺少年団 千葉・α野田ジュニア 千葉・松戸六実ジュニア 奈良・橿原ジュニア 長野・南木曽ジュニア 佐賀・鳥栖ジュニア 福井・咸新スポ少

山崎　諒介 谷口　友章 植木　祐太 馬場　湧生 菊地　恭平 上原　正太 宮丸　拓海 佐藤　宏亮

成富　勇太 弓長　英博 手塚　大輔 田中　佑弥 森山　翼 西平　賢矢 西山　貴裕 一瀬　舜

福岡・八幡西ジュニア 富山・上市ジュニア 神奈川・横浜白山スポ少 福岡・岡垣ジュニア 大阪・瓜破西ＳＳＣ 沖縄・糸満ジュニア 兵庫・ＴＯＭＯジュニア 大分・稙田ジュニア

具志堅　興祐 吉田　尚弥 浅野　右京 駒井　砂竜 大場　雷 高木　一 大屋　季生 細田慎二

上原　仁維斗 水間　陽介 佐藤　満確 羅津　勝太 小川　耕汰 武井　佑希哉 玉城　一星 渡部　廉

沖縄・西原シャトル 南北海道・ＴｅａｍＯｋａｂｅ 北北海道・旭川東光小 南北海道・豊浦ファイターズ 静岡・大井川ジュニア 岡山・永井ＢＣ 沖縄・糸満ジュニア 島根・大東ＪＢＣ

山口　茜 高瀬　妃奈子 勝俣　莉里香 大堀　彩 荒木　茜羽 中村　幸 仲井　由希乃 濱北　もも

福井・勝山南部ジュニア 栃木・宇都宮ダッシングクラブ 静岡・御殿場ジュニア 福島・ＧｌｏｒｙＣｌｕｂ 埼玉・春日部白翔 北北海道・釧路ジュニア 東京・練馬ジュニア 大阪・四條畷学園小学校

松岡　英美 加藤　美幸 赤沢　夏希 菅田　愛結果 松田　蒼 石田　光枝 芹澤　妃那子 小川　由香

福岡・北九州スピリッツ 岡山・ＴＯＹＯ体協ＢＣ 岡山・ミッキーズ 宮城・塩竈ジュニア 大阪・吹田ジュニアコンドル 千葉・松戸六実ジュニア 静岡・御殿場ジュニア 愛知・はりーあっぷジュニア

柏原　奈弥 小見山　彩 柳　郁美 牧野　怜奈 奥原　希望 名田　千晶 中村　朱里 鳥居　彩乃

埼玉・出羽バドミンタンクラブ 岡山・ミッキーズ 千葉・α野田ジュニア 北北海道・旭川ＯｎｅＳｉｄｅ 長野・大町キッズ 大阪・吹田ジュニアコンドル 滋賀・ベイシックジュニア 千葉・柏南部ジュニア

園田　絵里奈 長野　来夢 金城　悠姫 桶田　彩乃 大槻　由衣 小林　礼佳 山岸　麻生 野尻　未優

中村　優里 中村　優花 玉城　菜々 當山　朝子 笠間　里咲 山田　真実 福本　万結 山腰　留伽

鹿児島・皇徳寺少年団 鹿児島・皇徳寺少年団 沖縄・糸満ジュニア 埼玉・蓮田サウスシャトラーズ 宮城・横倉ジュニア 広島・フェニックス 東京・サザンウイングス 岐阜・高山ジュニア

西尾　千空 星　千 智 大野　瞳 中西　理緒 老本　美和子 曽根　里紗 小松田　莉菜 飯島　真依

櫻本　絢子 吉森　朱里 西坂　はるな 中村　恭子 老本　美奈子 足利　倭瑚 高田　結衣 中平　瑞希

福岡・海老津ジュニア 石川・松任ジュニア 福岡・満石ジュニア 三重・小俣町スポ少 富山・水橋ジュニア 宮城・塩竈ジュニア 岐阜・大垣安井ＢＳＳ 千葉・柏南部ジュニア

渡辺　あかね 小野寺　玲華 原田　なつみ 岡崎　梨紗 伊藤　月規 杉本　彩華 我妻　美沙紀 小坂　美怜

六倉　密 佐藤　千穂 角田　英里 秋田　知咲 寄田　朱里 笹川　美彩子 本間　千秋 小坂　里彩

埼玉・出羽バドミンタンクラブ 宮城・塩竈ジュニア 千葉・松戸六実ジュニア 岡山・ミッキーズ 熊本・鏡小学校 鹿児島・皇徳寺少年団 宮城・塩竈ジュニア 富山・婦中ジュニア

種目 ３位 ５位

男子単

４年

５年

６年

男子複

４年

５年

６年

女子単

４年

５年

６年

女子複

４年

５年

６年



個人戦栄光の記録

第１６回大阪大会 2007.12.22～26 舞洲アリーナ

優勝 準優勝

小川　桂汰 三橋　健也 安藤　大地 中村　友哉 小倉　由嵩 小林　大吾 渡辺　勇大 上原　尚仁

静岡・大井川Ｊｒ 群馬・前橋東クラブ 愛知・にこにこ北城クラブ 石川・中央ジュニア 東京・小平ジュニア 宮城・塩竈ジュニア 東京・小平ジュニア 沖縄・糸満ジュニア

古賀　穂 玉手　勝輝 下農　走 田崎　真吾 細川　雄司 常山　幹太 近藤　峻矢 下川　大樹

福岡・岡垣ジュニア 宮城・横倉ジュニア 大阪・瓜破西ＳＳＣ 栃木・宇都宮ダッシングクラブ 富山・上市ジュニア 滋賀・育成ジュニア 愛知・師勝ジュニア 鹿児島・榕城小学校

松本　康平 中里　裕貴 稲光　勇太 五十嵐　優 山角　太佑 山村　祐樹 馬場　湧生 小野寺　裕介

大阪・瓜破西ＳＳＣ 栃木・バンテック 茨城・明野ちびバド 山形・鶴岡城北スポ少 和歌山・高松ジュニア 富山・婦中ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 東京・田無マックスジュニア

光島　理貴 渡辺　俊和 田村　幸大 中川　寛樹 千葉　一孝 霜上　雄一 尾崎　公哉 佐藤　侑紀

坂牧　大地 岩元　ミライ 佐藤　楓 川原　聡麿 米村　拓 春成　星哉 鈴木　駿介 新田　将大

北北海道・東光小少年団 東京・青梅ジュニア 東京・田無マックスジュニア 佐賀・川上ジュニア 青森・常盤ジュニア 宮崎・フレームクラブ 石川・大徳ジュニア 徳島・藍住エンジェル

松本　多聞 西　豊 塚本　光希 山崎　慎也 酒井　順平 竹内　裕哉 伊藤　伸悟 岩田　知大

米田　耕司 菅原　栄史 西方　優馬 佐藤　圭太 菊地　要助 西部　凌太 岡田　直樹 松瀬　隼斗

千葉・松戸六実ジュニア 宮城・塩竈ジュニア 南北海道・大同ジュニア 千葉・α野田ジュニア 佐賀・鳥栖ジュニア 福井・咸新スポ少 鳥取・西郷ジュニア 長野・南木曽ジュニア

谷口　友章 手塚　大輔 袋井　由樹 南京　孝実 関　樹 前田　賢史朗 原口　拓巳 石川　登哉

弓長　英博 植木　祐太 堂本　裕人 辻　直輝 小松原　竜弥 青山　駿平 古川　倫也 中山　喬由

富山・上市ジュニア 神奈川・横浜白山スポ少 石川・バドミントンクラブかしま 福井・Ｄｒｅａｍ・Ｊｒ 鳥取・箕蚊屋ジュニア 福井・足羽ジュニア 熊本・玉東ジュニア 南北海道・島牧ＪＢＣ

山口　茜 上原　和子 安田　美空 志田　千陽 樋口　奈津樹 山中　菜乃子 山森　真凛 吉浦　鈴夏

福井・勝山南部ジュニア 沖縄・糸満ジュニア 大阪・シャトルクラブ 秋田・八郎潟レイクジュニア 佐賀・玄海ジュニア 香川・香川スクール 富山・富山和合 石川・大徳ジュニア

大堀　彩 濱北　もも 川島　里羅 東野　有紗 仲井　由希乃 中村　幸 堂山　美羽 甲斐　妃美子

福島・ＧＬＯＲＹＣＬＵＢ 大阪・四條畷学園小学校 埼玉・出羽バドミンタン 南北海道・ＴｅａｍＯＫＡＢＥ 東京・練馬ジュニア 北北海道・釧路ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 神奈川・Ｊｒ．Ｂｉｒｄｓ

加藤　美幸 菅田　愛結果 石田　光枝 松岡　英美 塚本　あゆみ 斉藤　真優 赤沢　夏希 小川　由香

岡山・ＴＯＹＯ体協ＢＣ 宮城・塩竈ジュニア 千葉・柏南部ジュニア 福岡・北九州スピリッツ 南北海道・大同ジュニア 富山・富山和合 岡山・ミッキーズ 愛知・はりーあっぷジュニア

石橋　舞 引地　由希奈 齋藤　優衣　 小田　菜摘 中野　三恵子 上村　琴音 鈴木　優香 末次　真菜

重田　美空 児玉　実知花 佐久間　芽依 上杉　夏美 長江　瑠佳 重松　花苗 松本　未玖 真鍋　夏実

福岡・岡垣ジュニア 鹿児島・皇徳寺少年団 宮城・横倉ジュニア 広島・広島安佐ジュニア 富山・高岡ジュニア 埼玉・チャレンジャー 北北海道・釧路ジュニア 奈良・橿原ジュニア

園田　絵里奈 鈴木　いよ乃 大槻　由衣 野尻　未優 久保田　菜南 小林　礼佳 桶田　彩乃 長野　来夢

中村　優里 櫻井　沙来 笠間　里咲 山腰　留伽 稲辺　まや 山田　真実 當山　朝子 中村　優花

鹿児島・皇徳寺少年団 宮城・塩竈ジュニア 宮城・横倉ジュニア 岐阜・高山ジュニア 北北海道・東光小少年団 広島・フェニックス 埼玉・蓮田サウスシャトラーズ 鹿児島・皇徳寺少年団

西尾　千空 中村　恭子 小松田　莉菜 西坂　はるな 長嶺　仁美 三津川　有美 老本　美奈子 木戸地　梨奈

櫻本　絢子 中西　理緒 高田　結衣 大野　瞳 加藤　智香 山本　瑠香 老本　美和子 南　麻乃

福岡・海老津ジュニア 三重・小俣町スポ少 岐阜・大垣安井ＢＳＳ 福岡・満石ジュニア 埼玉・出羽バドミンタン 滋賀・坂本倶楽部 富山・水橋ジュニア 和歌山・新宮少年団

種目 ３位 ５位

男子単

４年

５年

６年

男子複

４年

５年

６年

女子単

４年

５年

６年

女子複

４年

５年

６年



個人戦栄光の記録

第１７回島根大会 2009.01.03～07 島根県立浜山公園体育館

優勝 準優勝

山下　恭平 山澤　直貴 川原　聡麿 佐藤　雄輝 本田　大樹 川波　篤史 森永　雅弘 山元　拓摩

岡山・ＰＥＡＣＥジュニア 大阪・ＡＪＢＣ 佐賀・川上ジュニア 宮城・あおばイーグルス 京都・ピスコムジュニア 香川・木太ジュニア 山口・光ジュニア 鹿児島・田崎少年団

三橋　健也 小林　大吾 小倉　由嵩 小川　桂汰 上原　尚仁 中村　友哉 広瀬　有規 渡辺　勇大

群馬・前橋東クラブ 宮城・塩竈ジュニア 東京・小平ジュニア 静岡・大井川Ｊｒ 沖縄・糸満ジュニア 石川・中央ジュニア 福井・安永スクール 東京・小平ジュニア

古賀　穂 玉手　勝輝 常山　幹太 下農　走 西村　達也 近藤　峻矢 西　豊 下川　大樹

福岡・岡垣ジュニア 宮城・横倉ジュニア 滋賀・育成ジュニア 大阪・瓜破西ＳＳＣ 新潟・五泉バンビーノ 愛知・師勝ジュニア 宮城・塩竈ジュニア 鹿児島・榕城小学校

岡本　優幹 久場　圭祐 新里　智司 岡田　竜征 上田　竜也 小野寺　泰雅 大那　慎 高井　俊暢

佐藤　晴彦 河野　敦絋 田場　盛吾 伏見　勇真 福嶋　壮太 山下　瑠紀哉 小林　隆作 林　貴光

香川・香川スクール 福岡・岡垣ジュニア 沖縄・糸満ジュニア 香川・中央ジュニア 埼玉・所沢ジュニア 北北海道・高台少年団 新潟・白根エンゼルス 福井・ＥＡＳＴ‐ＫＩＤＳ

光島　理貴 千葉　一孝 霜上　雄一 葛葉　朋彦 相馬　匠 後藤　亮貴 尾崎　公哉 中川　寛樹

坂牧　大地 米村　拓 春成　星哉 谷口　雄祐 大沼　琢弥 小高　一純 鈴木　駿介 野田　悠斗

北北海道・東光小少年団 青森・常盤ジュニア 宮崎・フレームクラブ 福井・ＥＡＳＴ‐ＫＩＤＳ 山形・山口スポ少 埼玉・鳩ヶ谷ウイングス 石川・大徳ジュニア 佐賀・川上ジュニア

小森園　隆平 服部　秀治 山本　航輝 嶋　崇志 牛尾　祐貴 中峰　信太朗 浅尾　修作 笹川　大志

山下　京 近藤　隼人 佐藤　康平 西嶋　眞太郎 中山　大輔 中島　健汰 峯　幸佑 篠原　麟太郎

宮崎・西池ジュニア 福井・足羽ジュニア 島根・おろちクラブ 石川・金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ 兵庫・ＮＡＫＡＯジュニア 南北海道・小樽ＳＡＷＡジュニア 熊本・南阿蘇ジュニア 鹿児島・皇徳寺スポ少

仁平　菜月 谷水　亜里紗 舟橋　佳歩 吾妻　咲弥 喜岡　奈美 青山　栞子 川島　美南 和田　毬代

茨城・恋南少年団 三重・小俣町スポ少 北北海道・忠和クラブ 埼玉・チャレンジャー 香川・花園ジュニア 岡山・ミッキーズ 埼玉・鳩ヶ谷ウイングス 奈良・ＷｈｉｔｅＲａｂｂｉｔ

山口　茜 斉藤　ひかり 志田　千陽 齋藤　栞 川上　紗恵奈 安田　美空 山中　菜乃子 上原　和子

福井・勝山南部ジュニア 南北海道・小樽ＳＡＷＡジュニア 秋田・八郎潟レイクジュニア 埼玉・　鳩ヶ谷ウイングス 京都・長岡京市スポ少 大阪・吹田ジュニアコンドル 香川・香川スクール 沖縄・糸満ジュニア

仲井　由希乃 大堀　彩 荒木　茜羽 川島　里羅 中村　幸 甲斐　妃美子 濱北　もも 東野　有紗

東京・練馬ジュニア 福島・ＧＬＯＲＹＣＬＵＢ 埼玉・春日部白翔 埼玉・チャレンジャー 北北海道・釧路ジュニア 神奈川・Ｊｒ．Ｂｉｒｄｓ 大阪・四條畷学園小学校 南北海道・ＴｅａｍＯＫＡＢＥ

小田　菜摘 花田　麻由 大家　夏稀 乾　英奈 川上　めぐ 野島　心 大槻　紗希 足利　祐稀乃

上杉　夏美 片桐　麻友花 築山　綾乃 二村　ひとみ　 米田　愛弥 森川　紗彩華 沼倉　樹奈 鈴木　ゆうき

広島・広島安佐ジュニア 南北海道・若松子供会 石川・ＯＫジュニア 神奈川・横浜白山スポ少 奈良・橿原ジュニア 岡山・ＰＥＡＣＥジュニア 宮城・横倉ジュニア 宮城・塩竈ジュニア

石橋　舞 齋藤　優衣　 鈴木　優香 引地　由希奈 高島　亜美 金子　茉鈴 重松　花苗 石橋　麻美子

重田　美空 佐久間　芽依 松本　未玖 児玉　実知花 林　茉里奈 志波　綾香 上村　琴音 木曽　七海

福岡・岡垣ジュニア 宮城・横倉ジュニア 北北海道・釧路ジュニア 鹿児島・皇徳寺スポ少 香川・中央スポ少 佐賀・川上ジュニア 埼玉・チャレンジャー 千葉・鎌ヶ谷ジュニア

中野　愛美 大槻　由衣 西村　愛里 小林　礼佳 茂野　みゆき 尾崎　沙織 桶田　彩乃 大畑　愛

若林　杏佳 笠間　里咲 梶内　彩理 山田　真実 手塚　蘭 粂谷　百香 當山　朝子 中村　伽菜

福岡・海老津ジュニア 宮城・横倉ジュニア 香川・香川スクール 広島・フェニックス 群馬・藪塚ジュニア 埼玉・蓮田サウスシャトラーズ 埼玉・蓮田サウスシャトラーズ 静岡・羽球大井川友の会

種目 ３位 ５位

男子単

４年

５年

６年

男子複

４年

５年

６年

女子単

４年

５年

６年

女子複

４年

５年

６年



個人戦栄光の記録

第１８回千葉大会 2009.12.26～28 千葉ポートアリーナ

優勝 準優勝

高上　麟龍 吉田　昇永 山田　尚輝 小本　大佑 鈴木　雄治 友金　利玖斗 森田　新太郎 齊藤　　巧

福島・ＧＰＷジュニア 千葉・市原ジュニア 東京・小平ジュニア 熊本・北部ジュニア 栃木・御幸小 兵庫・ＴＯＭＯジュニア 宮崎・西池ジュニア 富山・滑川ジュニア

山澤　直貴 山下　恭平 川原　聡麿 佐藤　雄輝 中川　正麻 吉岡　光一 川波　篤史 本田　大樹

大阪・瓜破西ＳＳＣ 岡山・ＰＥＡＣＥジュニア 佐賀・川上ジュニア 宮城・あおばイーグルス 愛媛・ジュニアスクール松山 香川・香川スクール 香川・木太ジュニア 京都・ピスコムジュニア

三橋　健也 小倉　由嵩 小川　桂汰 渡辺　勇大 広瀬　有規 中村　友哉 藤田　将徳 小林　大吾

群馬・前橋東クラブ 東京・小平ジュニア 静岡・大井川Ｊｒ 東京・小平ジュニア 福井・安永スクール 石川・中央ジュニア 福岡・山家ウイングス 宮城・塩竈ジュニア

山内　恭弥 家壽多　慶太 佐野　大地 石橋　陸 上田　竜也 渡辺　大祐 川本　虎之介 田中　啓一朗

奈良岡　功大 露原　哲平 妹尾　陸史 田島　輝哉 福嶋　壮太 近藤　直希 岡﨑　凜太郎 安部　颯人

青森・浪岡ジュニア 兵庫・ぐるぐるパンチジュニア 島根・おろちクラブ 福岡・岡垣ジュニア 埼玉・所沢ジュニア 山形・米沢南部ＪＢＣ 大阪・瓜破西ＳＳＣ 神奈川・横浜白山スポ少

岡本　優幹 岡田　竜征 井上　健太 久場　圭祐 大滝　聖矢 大那　慎 新里　智司 堂本　侑也

佐藤　晴彦 伏見　勇真 樋口　知成 河野　敦絋 宇高　友輔 小林　隆作 田場　盛吾 土平　孟

香川・香川スクール 香川・中央スポ少 岡山・ＰＥＡＣＥジュニア 福岡・岡垣ジュニア 南北海道・刈田ジュニア 新潟・白根エンゼルス 沖縄・糸満ジュニア 石川・クラブかしま

光島　理貴 興石　悠 相馬　匠 後藤　亮貴 渡辺　俊和 中川　寛樹 葛葉　朋彦 霜上　雄一

坂牧　大地 古屋　樹 大沼　琢弥 小高　一純 岩元　ミライ 野田　悠斗 谷口　雄祐 春成　星哉

北北海道・東光小少年団 山梨・勝沼ジュニア 山形・山口スポ少 埼玉・鳩ヶ谷ウイングス 東京・青梅ジュニア 佐賀・川上ジュニア 福井・大野ジュニア 宮崎・フレームクラブ

平野　紗妃 由良　なぎさ 鈴木　ゆうき 永井　瀬雰 森本　暁音 小西　春七 川村　芽生奈 杉原　早紀

香川・飯野スポ少 群馬・強戸ジュニア 宮城・塩竃ジュニア 新潟・小野Ｊｒ 熊本・久多良木ＢＣ 香川・飯野スポ少 群馬・大泉ジュニア 広島・フェニックス

仁平　菜月 川島　美南 吾妻　咲弥 舟橋　佳歩 岡部　　天 古賀　菜々子 藤井　春那 松山　奈未

茨城・恋南少年団 埼玉・鳩ヶ谷ウイングス 埼玉・チャレンジャー 北北海道・忠和クラブ 千葉・α野田ジュニア 佐賀・佐賀サンライズ 北北海道・高台少 福岡・岡垣ジュニア

山口　茜 川上　紗恵奈 齋藤　栞 安田　美空 田島　優乃華 上原　和子 吉浦　鈴夏 小林　愛佳

福井・勝山南部ジュニア 京都・長岡京市スポ少 埼玉・　鳩ヶ谷ウイングス 大阪・瓜破西ＳＳＣ 福岡・岡垣ジュニア 沖縄・糸満ジュニア 石川・大徳ジュニア 福井・安永スクール

古川　恵 吉川　真白 木村　茉梨奈 小泉　愛奈 秋元　未幸 内山　実久 高橋　佑妃 韮澤　美羽

高橋　彩貴 橋本　颯希 中村　風月 山崎　杏菜 大野　真美 村端　菜央 松島　悠希 石田　有彩

兵庫・西神ジュニア 香川・香川スクール 福井・勝山ジュニア 島根・おろちクラブ 東京・青梅ジュニア 福井・ＥＡＳＴ-ＫＩＤＳ 福岡・北九州スピリッツ 新潟・小野Ｊｒ

小田　菜摘 乾　英奈 川上　めぐ 坂野　奏恵 大林　智代 徳能　あすか 志波　寿奈 漆原　三姫

上杉　夏美 二村　ひとみ 米田　愛弥 縄田　佳子 渕上　奏良 繁田　みほ 村岡　彩香 田中　ちひろ

広島・広島安佐ジュニア 神奈川・ＮＰ神奈川 奈良・橿原ジュニア 広島・フェニックス 福岡・北九州ジュニア 宮城・仙台大和ジュニア 佐賀・川上ジュニア 香川・香川スクール

石橋　麻美子 重田　美空 上村　琴音 金子　茉鈴 引地　由希奈 池内　萌絵 清田　琴乃 林　茉里奈

木曽　七海 石橋　舞 重松　花苗 志波　綾香 落司　実瑠 山本　海帆 藤本　榛香 高島　亜美

千葉・鎌ヶ谷ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 埼玉・チャレンジャー 佐賀・川上ジュニア 鹿児島・皇徳寺少 島根・おろちクラブ 熊本・玉東ジュニア 香川・中央スポ少

種目 ３位 ５位

男子単

４年

５年

６年

男子複

４年

５年

６年

女子単

４年

５年

６年

女子複

４年

５年

６年



個人戦栄光の記録

第１９回愛媛大会 2010.12.24～28 愛媛県武道館・松山市総合コミュニティセンター体育館

優勝 準優勝

蝦夷森　　駿 奈良岡　功大 緑川　大輝 川原　怜也 高木　凱登 河村　　翼 農口　拓弥 加藤　太基

北北海道・忠和クラブ 青森・浪岡ジュニア 埼玉・所沢ジュニア 佐賀・川上ジュニア 熊本・玉東ジュニア 大阪・南郷キューピット 福井・金井学園 南北海道・豊浦ファイターズ

吉田　昇永 鈴木　雄治 友金　利玖斗 高上　麟龍 筑後　恵太 小本　大佑 山田　尚輝 齊藤　　巧

千葉・市原ジュニア 栃木・御幸小 兵庫・ＴＯＭＯジュニア 福島・ＧＰＷジュニア 岩手・湯本クラブ 熊本・北部ジュニア 東京・小平ジュニア 富山・滑川ジュニア

山澤　直貴 山元　拓摩 佐藤　雄輝 山下　恭平 仁平　澄也 川原　聡麿 渡邉　航貴 吉岡　光一

大阪・瓜破西ＳＳＣ 鹿児島・田崎スポ少 宮城・あおばイーグルス 岡山・ＰＥＡＣＥジュニア 福嶋・白河シャトル 佐賀・川上ジュニア 埼玉・出羽ジュニア 香川・香川スクール

岡田　侑生 柏原　迅 鈴木　翔馬 西林　政樹 武井　優太 黒川　秀平 齋藤　晃輝 佐藤　幹紀

伏見　和真 曽根原　唱 松本　哲弥 島田　淳生 松永　那津央 鎌田　雄太 伴野　匠 捻原　将太

香川・中央スポ少 長野・チームＮＡＢＡ 埼玉・鳩ヶ谷ウイングス 奈良・橿原ジュニア 東京・青梅ジュニア 愛媛・ジュニアスクール松山 宮城・横倉ジュニア 香川・香川スクール

山内　恭弥 上田　竜也 家壽多　慶太 古賀　健太郎 川本　虎之介 南茂　蓮太 柴田　陽登 田島　輝哉

有馬　尭嗣 福嶋　壮太 露原　哲平 荒谷　亮 岡﨑　凛太郎 斉藤　楓 田口　陽征 伊藤　良樹

青森・浪岡ジュニア 埼玉・所沢ジュニア 兵庫・ぐるぐるパンチジュニア 佐賀・多久スポーツピア 大阪・瓜破西ＳＳＣ 福井・勝山南部ジュニア 東京・小平ジュニア 福岡・岡垣ジュニア

岡本　優幹 岡田竜征 久場　圭祐 井上　健太 宮城　吏応 新里　智司 長谷川　貴士 大那　慎

佐藤　晴彦 伏見勇真 河野　敦紘 樋口　知成 田中　貴大 田場　盛吾 中野　崇人 小林　隆作

香川・香川スクール 香川・中央スポ少 福岡・岡垣ジュニア 岡山・ＰＥＡＣＥジュニア 鳥取・米里ジュニア 沖縄・糸満ジュニア 福井・勝山南部ジュニア 新潟・白根エンゼルス

水井　ひらり 小西　春七 吉川　真白 吉田　瑠実 西村　彩花 高橋　未羽 五十嵐　温 若山　愛依

奈良・ＷｈｉｔｅＲａｂｂｉｔＢＣ 香川・飯野スポ少 香川・香川スクール 栃木・小山ジュニア 熊本・八代ジュニア 埼玉・所沢ジュニア 新潟・白根エンゼルス 滋賀・坂本倶楽部

髙橋　明日香 平野　紗妃 由良　なぎさ 永井　瀬雰 杉原　早紀 岩永　　鈴 小野　美来 森本　暁音

栃木・足利ジュニアクラブ 香川・飯野スポ少 群馬・強戸ジュニア 新潟・小野ジュニア 広島・フェニックス 山口・柳井ＪＢＣ 大阪・瓜破西ＳＳＣ 熊本・久多良木ＢＣ

仁平　菜月 川島　美南 中島　朱音 吾妻　咲弥 松山　奈未 藤井　春那 曽根　夏姫 大家　夏稀

茨城・恋南少年団 埼玉・鳩ヶ谷ウイングス 福井・安永スクール 埼玉・チャレンジャー 福岡・岡垣ジュニア 北北海道・高台少 青森・七戸ジュニア 石川・ＯＫジュニア

韮澤　美羽 曽根　結子 江里口　梨奈 海老原　香澄 幸　凪紗 光岡　涼風 佐藤　灯 今滝　空

石田　有彩 福本　真恵七 田中　果帆 土屋　芽依美 福崎　咲記子 村岡　遥 鈴木　陽向 今滝　彩羽

新潟・小野Ｊｒ 大阪・瓜破西ＳＳＣ 佐賀・多久スポーツピア 栃木・小山ジュニア 大分・上人ジュニア 佐賀・川上ジュニア 埼玉・鳩ヶ谷ウイングス 岡山・レインボー☆119

木村　茉梨奈 高橋　佑妃 石村　亜美 佐久間　璃子 林　樂 吉田　実央 光川　瑠乃 井上　未鈴

中村　風月 松島　悠希 山口　貴子 塩飽　真夕 平田　燈 須田　栞菜 伊藤　遼 山本　一葉

福井・勝山ジュニア 福岡・北九州スピリッツ 熊本・久多良木ＢＣ 愛知・北山・東山ファミリークラブ 東京・練馬ジュニア 群馬・桐生川内ジュニア 北北海道・芽室町少年団 福岡・須恵ジュニア

小田　菜摘 川上　めぐ 谷水　亜里紗 可野　安純 足利　祐稀乃 志波　寿奈 池澤　みずほ 目崎　澪

上杉　夏美 米田　愛弥 関矢　夕芽 宮田　弥杏 保原　彩夏 村岡　彩香 鈴木　成美 栃本　ゆき乃

広島・広島安佐ジュニア 奈良・橿原ジュニア 三重・小俣町スポ少 大阪・四條畷学園小 宮城・塩竃ジュニア 佐賀・川上ジュニア 埼玉・鳩ヶ谷ウイングス 新潟・小野Ｊｒクラブ

５年

６年

種目 ３位 ５位

男子単

４年

５年

６年

女子複

４年

５年

６年

男子複

４年

５年

６年

女子単

４年



個人戦栄光の記録

第２０回北海道大会 2011.12.23～27 湿原の風アリーナ釧路

優勝 準優勝

奈良岡　功大 河村　　翼 後藤　サン 秦野　陸 山崎　孝樹 武藤　輝正 川本　拓真 樋口　輝

青森・浪岡ジュニア 大阪・南郷キューピット 埼玉・所沢ジュニア 北北海道・芽室少年団 福岡・岡垣ジュニア 神奈川・厚木ジュニア 広島・広島安佐ジュニア 岡山・PEACEジュニア

蝦夷森　　駿 緑川　大輝 寺島　颯大 川原　怜也 中山　裕貴 服部　輝正 西原　弘崇 廣澤　紫雲

北北海道・忠和クラブ 埼玉・所沢ジュニア 宮城・仙台大和ジュニア 佐賀・川上ジュニア 三重・伊勢クラブ 福井・足羽ジュニア 鳥取・西郷ジュニア 岐阜・kojimaクラブ

吉田　昇永 鈴木　雄治 大林　拓真 高上　麟龍 小本　大佑 筑後　恵太 森田　新太郎 友金　利玖斗

千葉・市原ジュニア 栃木・御幸小 福井・勝山南部ジュニア 福島・ＧＰＷジュニア 熊本・北部ジュニア 岩手・湯本クラブ 宮崎・宮崎バド・キッズ 兵庫・ＴＯＭＯジュニア

池端　元哉 覧村　龍之介 小野　泰平 矢畑　加月 森　史怜 池本　裕翔 荒木　亮磨 堀口　晃平

嶽本　樹希 江頭　桜空 末永　逸貴 桒原　彰吾 西田　陽耶 小笠原　悠吾 毛利　隼人 早川　翔夢

熊本・北部ジュニア 神奈川・厚木ジュニア 神奈川・NP神奈川 群馬・前橋東クラブ 富山・上市町ジュニア 高知・ワークジュニア 南北海道・壮瞥町スポ少 熊本・KTジュニア

柏原　迅 岡田　侑生 鈴木　翔馬 齋藤　晃輝 佐野　大輔 祢占　翔士騎 奥秋　祐人 西林　政樹

曽根原　唱 伏見　和真 松本　哲弥 伴野　匠 福村　龍 廣瀬　泰生 尾﨑　透生 島田　淳生

長野・チームＮＡＢＡ 香川・中央スポ少 埼玉・鳩ヶ谷ウイングス 宮城・横倉ジュニア 北北海道・東光小少年団 鹿児島・鹿児島ジュニア 北北海道・帯広ジュニア 奈良・橿原ジュニア

山内　恭弥 斉藤　大樹 南茂　蓮太 上田　竜也 杉山　潤 吉本　光太朗 古賀　健太郎 田島　輝哉

有馬　尭嗣 宮本　章吾 斉藤　楓 福嶋　壮太 岩岡　力也 渡部　昌太 荒谷　亮 伊藤　良樹

青森・浪岡ジュニア 南北海道・壮瞥町スポ少 福井・勝山南部ジュニア 埼玉・所沢ジュニア 茨城・ハルトノ 愛媛・東雲BSS 佐賀・多久スポーツピア 福岡・岡垣ジュニア

内山　智尋 福井　美空 宮崎　淳美 高橋　咲妃 貴田　那菜子 中田　千沙妃 木村　百伽 郡司　莉子

福岡・岡垣ジュニア 埼玉・志木ジュニア 東京・小平ジュニア 岐阜・垂井ジュニア 京都・長岡京市スポ少 北北海道・旭川東栄少年団 岐阜・岐南クラブ 東京・t.ishiba.japan

水井　ひらり 明地　七海 和島　百燿 吉川　真白 齋藤　夏 五十嵐　温 西村　彩花 高橋　未羽

三重・MBT 大阪・瓜破西SSC 宮城・塩竈ジュニア 香川・香川スクール 埼玉・鳩ケ谷ウイングス 新潟・小野ジュニア 熊本・八代ジュニア 埼玉・所沢ジュニア

髙橋　明日香 平野　紗妃 由良　なぎさ 永井　瀬雰 小野　美来 岩永　　鈴 鈴木　ゆうき 山口　萌

栃木・足利ジュニアクラブ 香川・飯野スポ少 群馬・強戸ジュニア 新潟・小野ジュニア 大阪・瓜破西ＳＳＣ 山口・柳井ＪＢＣ 宮城・塩竈ジュニア 神奈川・KSBCジュニア

小野　美晴 大澤　佳歩 田島　珠姫 海老澤　彩 山内　優奈 奥村　友梨 新田　光 小澤　捺未

徳岡　梨々香 手戸　愛理 中村　麻誉 小川　明華 阿部　亜矢乃 中川　えみり 新田　凪 竹澤　知穂

大阪・瓜破西ＳＳＣ 埼玉・志木ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 茨城・東少年 青森・常盤ジュニア 岐阜・各務所ジュニア 栃木・御幸スポ少 福井・松本ジュニア

韮澤　美羽 住吉　琴菜 佐藤　灯 海老原　香澄 佐藤　仁美 幸　凪紗 光岡　涼風 今滝　空

石田　有彩 武田　楓 鈴木　陽向 土屋　芽依美 山上　舞夏 福崎　咲記子 村岡　遥 鎌田　彩羽

新潟・小野ジュニア 静岡・伊藤SBC 埼玉・鳩ヶ谷ウイングス 栃木・小山ジュニア 宮城・塩竈ジュニア 大分・上人ジュニア 佐賀・川上ジュニア 岡山・PEACEジュニア

石村　亜美 森　沙耶 高橋　佑妃 林　樂 吉田　実央 木村　茉梨奈 片渕　未夢 吉田　彩夏

山口　貴子 森本　暁音 松島　悠希 平田　燈 須田　栞菜 中村　風月 阿部　美咲 五郎丸　枝栞

熊本・KTジュニア 熊本・KTジュニア 福岡・北九州スピリッツ 東京・練馬ジュニア 群馬・桐生川内ジュニア 福井・勝山ジュニア 北北海道・愛宕東少年団 香川・中央スポ少
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個人戦栄光の記録

第２１回静岡大会 2012.12.24～27 エコパアリーナ

優勝 準優勝

内野　陽太 目崎　駿太郎 小野　泰平 柴田　拓実 武田　航太 山﨑　諒羽 高山　優太 毛利　隼人

埼玉・鶴ヶ島Angels 新潟・小野ジュニア 神奈川・NP神奈川 東京・小平ジュニア 新潟・はちみつジュニア 千葉・野田中根ジュニア 福井・あわら飛翔クラブ 南北海道・田仁バドクラブ

奈良岡　功大 河村　　翼 武藤　映樹 樋口　輝 川本　拓真 久慈　友也 菊川　旭飛 後藤　弓人

青森・浪岡ジュニア 大阪・南郷キューピッド 神奈川・TeamRISE 岡山・ＰＥＡＣＥジュニア 広島・広島安佐ジュニア 岩手・南城小バド育成会 岩手・南城小バド育成会 岐阜・大垣市BSS

中山　裕貴 緑川　大輝 蝦夷森　駿 一井　亮太 川原　怜也 加藤　太基 小川　翔悟 吾妻　健太郎

三重・伊勢バドクラブ 埼玉・所沢ジュニア 北北海道・旭川忠和クラブ 岡山・ミッキーズ 佐賀・川上ジュニア 南北海道・豊浦ファイターズ 宮崎・宮崎バド・キッズ 埼玉・チャレンジャー

末永　逸貴 木田　悠斗 北川　史翔 濱原　和騎 山家　一紗 浅原　大暉 松成　ルーク勇輝 永渕　雄大

江頭　桜空 中村　舜 工藤　瞳哉 大野　敦 池田　侑輝 高橋　尚也 竹野　聡馬 金子　琉聖

神奈川・NP神奈川 福井・勝山チャマッシュジュニア 栃木・みはらスポーツ文化少年団 福井・岡垣ジュニア 南北海道・SA東・羽倶楽部 山口・花岡ジュニア 福井・Dreamジュニア 佐賀・川上ジュニア

山川　碧 小室　直椰 荒木　亮磨 森　史怜 阿住　翼 早川　翔夢 野田　好希 福田　陸大

山下　蒼羽 大久保　智也 毛利　悠人 西田　陽耶 鶴岡　真人 堀口　晃平 余吾　慧 三橋　朋生

岡山・PEACEジュニア 神奈川・綾瀬ジュニア 南北海道・田仁バドクラブ 富山・上市町ジュニア 宮城・鹿島台ジュニア 熊本・KTジュニア 愛知・師勝ジュニア 静岡・伊藤クラブ

岡田　侑生 武井　優太 鈴木　翔馬 佐野　大輔 大高　優良 竹永　大成 佐野　大地 齋藤　晃輝

伏見　和真 遠藤　彩斗 松本　哲弥 福村　龍 成田　行磯 壇　隆介 岩本　竜介 伴野　匠

香川・中央スポ少 東京・青梅ジュニア 埼玉・鳩ケ丘ウイングス 北北海道・東光小少年団 青森・弘前キッズバドクラブ 佐賀・七山モンキーズ 島根・おろちクラブ 宮城・横倉ジュニア

郡司　莉子 横内　美海 長廻　真知 森川　すみれ 森山　紗帆 杉山　明日香 山浦　波瑠 長谷川　未来

東京・t.ishiba.japan 山梨・勝沼ジュニア 島根・おろちクラブ 秋田・八郎潟レイクジュニア 熊本・SC菊陽ジュニア 和歌山・岩出市バドスポ少 宮城・仙台大和ジュニア 新潟・小野ジュニア

内山　智尋 渡邉　楠令帆 貴田　那菜子 宮崎　淳美 織田　遥 福井　美空 中田　千沙妃 藤原　あいか

福島・岡垣ジュニア 熊本・おぐにジュニア 京都・長岡京市スポ少 東京・小平ジュニア 福井・松本ジュニア 埼玉・志木ジュニア 北北海道・旭川東栄少年団 愛媛・ジュニアスクール松山

小西　春七 吉川　真白 明地　七海 水井　ひらり 齋藤　夏 和島　百燿 西村　彩花 吉田　瑠実

香川・飯野バドスポ少 香川・香川スクール 大阪・瓜破西SSC 三重・MBT 埼玉・鳩ケ谷ウイングス 宮城・塩竈ジュニア 熊本・八代ジュニア

宮下　彩奈 矢野　渚 篠原　七緒 梅田　莉々子 内田　優衣 東保　芽依 藤田　理咲 戸﨑　雪穂

宮下　澪奈 小野　涼奈 松本　佳苗 中山　うらら 鈴木　彩也花 詫間　理菜 村田　葵羽 松永　千怜

茨城・吉原 群馬・強戸ジュニア 奈良・橿原ジュニア 愛知・岡崎ジュニア 静岡・広幡バドキッズ 大分・臼杵JBC 南北海道・本通子ども会 東京・青梅ジュニア

海老澤　彩 大澤　佳歩 大垣　友南 新田　光 佐野　智咲 小澤　捺未 小野　美晴 田島　珠姫

小川　明華 手戸　愛理 伊藤　空 新田　凪 原　玲 竹澤　知穂 徳岡　梨々香 中村　麻誉

茨城・東少年 埼玉・志木ジュニア 栃木・宇都宮ジュニア 栃木・御幸スポ少 静岡・富士山クラブ 福井・松本ジュニア 大阪・瓜破西ＳＳＣ 福岡・岡垣ジュニア

石田　有彩 町田　華梨 遠藤　みのり 今滝　空 松久　紬 住吉　琴菜 佐藤　仁美 佐藤　灯

韮澤　美羽 小堤　榛菜 藤原　遥花 鎌田　彩羽 宮本　明香 新井田　楓 山上　舞夏 鈴木　陽向

新潟・小野Ｊｒ 茨城・ハルトノ 北北海道・インパクト 岡山・PEACEジュニア 兵庫・NAKAOジュニア 静岡・伊藤SBC 宮城・塩竈ジュニア 埼玉・鳩ヶ谷ウイングス
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個人戦栄光の記録

第２２回山形大会 2013.12.21～25 山形市総合スポーツセンター体育館・山形県体育館

優勝 準優勝

武井　凜生 吉田　翼 後藤　拓人 森口　航士朗 田村　碧葉 宮下　怜 上田　康誠 大垣　空地

東京・青梅ジュニア 南北海道・田仁バドクラブ 宮城・仙台大和ジュニア 熊本・芦北ジュニア 広島・美鈴が丘ジュニア 千葉・野田中根ジュニア 滋賀・ベイシックジュニア 栃木・REＶEＮGE

柴田　拓実 山下　啓輔 稲光　翔太朗 内野　陽太 江口　慶 吉村　太成 目﨑　駿太郎 池田　亘輝

東京・小平ジュニア 兵庫・TOMOジュニア 茨城・明野ちびバド 埼玉・鶴ヶ島Aｎｇeｌｓ 佐賀・佐賀サンライズ 熊本・出水南ジュニア 新潟・小野ジュニア 岡山・ABCジュニア

奈良岡　功大 河村　　翼 川本　拓真 武藤　映樹 林　寿輝弥 池端　元哉 樋口　輝 永井　武蔵

青森・浪岡ジュニア 大阪・南郷ピューピット 広島・広島安佐ジュニア 神奈川・ＴeamRISE 南北海道・札幌遊羽ジュニア 熊本・北部ジュニア 岡山・PEACEジュニア 兵庫・加古川ジュニア

野口　翔平 中谷　壱心 岡田　啓太朗 志賀　光 中野　文哉 高橋　翔太 竹内　寛太 井手口　峻

小原　輝 黒川　陽平 池田　真那斗 伊藤　聡馬 南茂　斗羽 福岡　祐希 太田　隼也 増田　翔

東京・たなしMAXジュニア 福井・Dreaｍジュニア 香川・香川スクール 茨城・ハルトノ 福井・勝山チャマッシュジュニア 埼玉・鳩ヶ谷ウイングス 富山・髙岡ジュニア 広島・広島安佐ジュニア

木田　悠斗 末永　逸貴 金子　琉聖 藤谷　虎太郎 原井　大虎 本田　海理 福田　祐弥 青江　優志

中村　舜 大野　敦 永渕　雄大 石田　悠斗 三原　哲 菅原　愁 伊藤　聡馬 石井　雅将

福井・勝山チャマッシュジュニア 福岡・岡垣ジュニア 佐賀・川上ジュニア 石川・野々市ジュニア 香川・綾川スピリッツジュニア 東京・調布ジュニア 埼玉・出羽バドミンタンジュニア 岡山・永井クラブ

荒木　亮磨 平本　錦樹 小室　直椰 森　史怜 中村　怜 山川　碧 福田　陸大 柏木　颯

毛利　悠斗 江頭　桜空 大久保　智也 西田　陽耶 織田　涼也 山下　蒼羽 三橋　朋生 岩橋　稜典

南北海道・田仁バドクラブ 神奈川・NP神奈川 神奈川・綾瀬ジュニア 富山・上市町ジュニア 福井・Dreaｍジュニア 岡山・PEACEジュニア 静岡・SBCスクール 和歌山・美浜クラブ

杉山　薫 藤田　星来 小野　涼奈 永田　萌恵 佐藤　友美 開発　茉子 梅田　莉々子 長嶋　穂希

茨城・ハルトノ 富山・SC富山 群馬・強戸ジュニア 長崎・矢上小クラブ 宮城・塩竈ジュニア 南北海道・シャトルハント 愛知・岡崎ジュニア 千葉・市原ジュニア

郡司　莉子 横内　美海 森山　紗帆 中静　朱里 長谷川　未来 山浦　波瑠 森川　すみれ 石森　まゆ

東京・t.ishiba.japan 山梨・勝沼ジュニア 熊本・SC菊陽ジュニア 栃木・宇都宮中央ジュニア 新潟・小野ジュニア 宮城・仙台大和ジュニア 秋田・八郎潟レイクジュニア 富山・堀川南ジュニア

貴田　那菜子 福井　美空 山内　智尋 赤坂　玲奈 千葉　美采 染谷　菜々美 中田　千沙妃 織田　遥

京都・長岡京市スポ少 埼玉・志木ジュニア 福島・岡垣ジュニア 青森・八戸ジュニア 福島・GPWジュニア 茨城・大井沢 北北海道・旭川東栄少年団 福井・松本ジュニア

久湊　菜々 伊敷　妃菜美 八角　真帆 上岡　美月 大嶺　花奈 鎌田　璃珠 田尻　すずか 秋好　美有

石田　萌 新垣　瑠香 秋庭　夢来 竹森　美優 金城　未歩 中津川　ひかり 永田　安沙実 永渕　妃香

愛知・はりーあっぷジュニア 沖縄・糸満ジュニア 埼玉・蓮田サウスシャトラーズ 香川・香川スクール 沖縄・糸満ジュニア 秋田・八郎潟レイクジュニア 熊本・くらだけ 佐賀・川上ジュニア

宮下　澪奈 山本　鈴乃 鈴木　彩也花 篠原　七緒 村田　葵羽 多崎　千帆 岡田　恭佳 藤田　凜

宮下　彩奈 山本　琴乃 内田　優衣 松本　佳苗 森　小遙 捻原　奈桜 播磨　朋奈 遠藤　愛加

茨城・吉原 愛知・はりーあっぷジュニア 静岡・広幡バドキッズ 奈良・橿原ジュニア 南北海道・大同ジュニア 石川・大徳ジュニア 石川・中嶋ジュニア 新潟・はちみつジュニア

大澤　佳歩 海老澤　彩 伊藤　空 小野　美晴 阿部　礼愛 甲斐　穂野香 小澤　捺未 田中　果帆

手戸　愛理 小川　明華 大垣　友南 徳岡　梨々香 阿部　衣純 赤星　紀理子 竹澤　知穂 江里口　玲奈

埼玉・志木ジュニア 茨城・東少年 栃木・宇都宮ジュニア 大阪・瓜破西ＳＳＣ 宮城・塩竈ジュニア 熊本・花房クラブ 福井・松本ジュニア 佐賀・多久スポーツピア
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個人戦栄光の記録

第２３回新潟大会 2014.12.25～29 新潟市東総合スポーツセンター・新潟市秋葉区総合体育館

優勝 準優勝

平田　璃月 岩野　滉也 崎野　翔太 大田　隼也 山崎　晃広 森阪　直弘 井上　誠也 斉藤　駿

岡山・永井BC 愛知・西尾ジュニア 北北海道・あすなろ 富山・高岡ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 福井・足羽ジュニア 福井・みのりスポ少 新潟・五泉バンビーノ

武井　凜生 佐藤　椎名 竹澤　陽生 荻原　聖也 牛込　武斗 吉田　翼 阿保　龍斗 松尾　駿

東京・青梅ジュニア 青森・マジッポズジュニア 福井・Dream．Jr 栃木・今市ジュニア 鹿児島・川内ジュニアBC 南北海道・田仁バドクラブ 岐阜・各務原ジュニアBC 新潟・新潟ジュニア

稲光　翔太朗 内野　陽太 武田　航太 山下　啓輔 吉村　太成 阿部　大輔 宇治　夢登 目﨑　駿太郎

茨城・明野ちびバド 埼玉・鶴ヶ島Aｎｇeｌｓ 新潟・はちみつＪｒ 兵庫・TOMOジュニア 熊本・出水南ジュニア 新潟・はちみつＪｒ 大阪・TEAM．UJ 新潟・小野ジュニア

林　顕吾 鴻江　翔伍 片山　裕翔 山腰　悠太 岡本　賛多 竹野　輔 伊藤　康太郎 野田　侑聖

櫻井　煌介 佐々木　大樹 犬嶋　宏介 石崎　太一 中島　陸 池田　結哉 中川　友那 矢島　泰雄

栃木・宇都宮ダッシングクラブ 新潟・佐渡ジュニア 北北海道・東光小少年団 福岡・海老津ジュニア 京都・ウイニングショット 福井・Dreaｍジュニア 埼玉・鶴ヶ島Aｎｇeｌｓ 岐阜・羽島クラブ

野口　翔平 岡田　啓太朗 中野　文哉 中谷　壱心 中谷　冠太 高橋　翔太 馬屋原　光大郎 大羽　航正

小原　輝 池田　真那斗 南茂　斗羽 黒川　陽平 葛西　健斗 福岡　祐希 中嶋　関太 伊藤　伊吹

東京・たなしMAX 香川・香川スクール 福井・勝山チャマッシュジュニア 福井・Dreaｍジュニア 南北海道・大同ジュニア 埼玉・鳩ヶ谷ウイングス 鳥取・Kamisクラブ 愛知・T－Jump

木田　悠斗 藤谷　虎太郎 河辺　颯真 永渕　雄大 三橋　朋生 海野　凌我 関根　陸 長谷部　駿友

中村　舜 石田　悠斗 志賀　伊吹 金子　琉聖 早川　倫矢 森　遼太 飛田　修 長谷部　亮友

福井・勝山チャマッシュジュニア 石川・野々市ジュニア 愛知・T－Jump 佐賀・川上ジュニア 静岡・SBCスクール 静岡・富士山BC 北北海道・芽室少年団 大分・咸宜ジュニア

吉川　天乃 寺島　成美 明地　陽菜 室屋　奏乃 後藤　咲々 笹原　愛夏 韮澤　百羽 辻井　清加

岡山・Ｎラインクラブ 岐阜・各務原ジュニアBC 大阪・瓜破西SSC 福岡・JBC小倉 茨城・東少年 鹿児島・川内ジュニアBC 新潟・小野ジュニア 三重・小俣スポ少

杉山　薫 梅田　莉々子 大澤　陽奈 小野　涼奈 遠藤　愛加 藤田　星来 佐藤　友美 倉島　美咲

茨城・ハルトノ 愛知・岡崎ジュニア 東京・たなしＭＡＸ 群馬・強戸ジュニア 新潟・はちみつＪｒ 富山・スポーツクラブ富山 宮城・塩竈ジュニア 埼玉・三郷ダックスジュニア

郡司　莉子 森山　紗帆 中静　朱里 金廣　美希 森川　すみれ 高橋　美優 奥本　真愛 長谷川　未来

東京・TEAM ISHIBA JAPAN 熊本・菊陽ジュニア 栃木・宇都宮中央ジュニア 山口・Beekids 秋田・八郎潟レイクジュニア 兵庫・HOPEジュニア 広島・キティタイガー 新潟・小野ジュニア

岩西　真那 千北　梨花子 糸長　奈保 小山　日咲 日野石　杏 金澤　志歩 小笠原　未結 実本　遼花

藤田　美咲 今村　涼 城戸　美潤 太田　温彩 豊口　紗智華 樋口　未羽 浦田　綺音 伊藤　夢華

東京・Team clover 福岡・荘島クラブ 福岡・海老津ジュニア 宮城・多賀城ジュニア 広島・広島安佐ジュニア 徳島・藍住エンジェル 青森・七戸ジュニア 佐賀・鳥栖ジュニア

八角　真帆 福田　紗奈 宮本　蒼依 石橋　結子 大嶺　花奈 上岡　美月 伊敷　妃菜美 久湊　菜々

秋庭　夢来 石井　なつみ 東山　夕姫 古茂田　倭子 金城　未歩 竹森　美優 新垣　瑠香 石田　萌

埼玉・蓮田サウスシャトラーズ 神奈川・横浜白山スポ少 兵庫・NAKAOJBC 茨城・成沢 沖縄・糸満ジュニア 香川・香川スクール 沖縄・糸満ジュニア 愛知・はりーあっぷジュニア

宮下　澪奈 鈴木　彩也花 播磨　朋奈 成富　稀咲 鶴下　椋子 花井　愛梨 小川　咲亜弥 山本　鈴乃

宮下　彩奈 内田　優衣 岡田　恭佳 下村　理華 益田　萌寧 宮崎　愛未 志知　柚奈 山本　琴乃

茨城・吉原 静岡・広幡バドキッズ 石川・中嶋ジュニア 佐賀・牛津JBC 熊本・ＫＴジュニア 北北海道・高台 岐阜・大垣北少年団 愛知・はりーあっぷジュニア

女子単

４年

５年

６年

女子複

４年

５年

６年

５位

男子単

４年

５年

６年

男子複

４年

５年

６年

種目 ３位



個人戦栄光の記録

第２４回福岡大会 2015.12.23～27 北九州市立総合体育館

優勝 準優勝

沖本　優大 阿部　学斗 川本　諒太 荒井　輝 太田　匡亮 角田　洸介 佐藤　瑠活 磯野　佑斗

広島・原ジュニア 北北海道・釧路ジュニア 長崎・矢上小クラブ 石川・金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ 岐阜・池田町バド少 青森・常盤ジュニア 宮城・仙台大和ジュニア 南北海道・羽桜B.C

岩野　滉也 櫻井　煌介 斉藤　駿 平田　璃月 池田　真那斗 大田　隼也 大垣　空也 衣川　真生

愛知・西尾ジュニア 栃木・宇都宮ダッシング 新潟・五泉バンビーノ 岡山・永井BC 香川・香川スクール 富山・高岡ジュニア 栃木・ＲＥＶＥＮＧＥ 京都・長岡京市スポ少

武井　凜生 井上　翔太 森口　航士朗 吉田　翼 阿保　龍斗 牛込　武斗 荻原　聖也 佐藤　椎名

東京・青梅ジュニア 福井・みのりスポーツ 熊本・出水南ジュニア 南北海道・北野平 岐阜・各務原ジュニアBC 鹿児島・川内ジュニアBC 栃木・今市ジュニア 青森・マジッポズジュニア

伊藤　康太郎 野口　駿平 田中　一基 安井　陸斗 渡邊　麗音 猪俣　佑仁 小山内　晴輝 青木　洸明

中川　友那 柳川　瑠生 井上　大馳 桑原　朋也 菅井　康司 髙坂　悠陽 後藤　奏太朗 篠原　仙一

埼玉・鶴ヶ島Aｎｇeｌｓ 東京・たなしMAX 神奈川・若草ジュニア 滋賀・Pana‐Ｊ 新潟・はちみつＪｒ 青森・浪岡ジュニア 南北海道・北斗上磯ジュニア 東京・小平ジュニア

山腰　悠太 相澤　大智 鴻江　翔伍 佐藤　憲蔵 高見　柊伍 楠原　大智 野村　波輝 片山　裕翔

石崎　太一 矢田　楓雅 中山　結斗 鴛海　健 大口　輝 岡田　大知 鎌田　茂蔵 犬嶋　宏介

福岡・海老津ジュニア 新潟・プログレス 新潟・佐渡ジュニア 東京・宝木塚ジュニア 岐阜・リバースクラブ 香川・綾川スピリッツ 北北海道・東光小少年団 北北海道・東光小少年団

野口　翔平 中野　文哉 髙嶋　遼 馬屋原　光大郎 田中　孝志朗 棚原　蓮 峰元　智生 中谷　壱心

小原　輝 南茂　斗羽 中谷　真 中嶋　関太 松田　優 的山　竜大 平岡　廉人 黒川　陽平

東京・たなしMAX 福井・勝山チャマッシュジュニア 福井・Dreaｍジュニア 鳥取・Kamisクラブ 高知・春野ジュニア 福岡・海老津ジュニア 鹿児島・鹿児島ジュニア 福井・Dreaｍジュニア

山北　奈緒 遠藤　美羽 曽雌　玲那 石岡　空来 樋口　吹羽 山家　くるみ 堀　心海 小原　未空

埼玉・鶴ヶ島Aｎｇeｌｓ 栃木・足利レジェンズ 栃木・プライドジュニア 南北海道・ＳＡ東・羽倶楽部 徳島・藍住エンジェル 南北海道・ＳＡ東・羽倶楽部 宮城・連坊ジュニア 東京・たなしMAX

吉川　天乃 志知　夕里菜 後藤　咲々 石川　心菜 遠藤　心夏 明地　陽菜 中林　瑞貴 寺島　成美

岡山・Ｎラインクラブ 岐阜・大垣北少年団 茨城・東少年 東京・たなしMAX 山形・上山ジュニア 大阪・瓜破西SSC 愛知・T-ＪｕｍｐＪｒ． 岐阜・各務原ジュニアBC

杉山　薫 大澤　陽奈 小野　涼奈 梅田　莉々子 水津　愛美 遠藤　愛加 倉島　美咲 藤田　星来

茨城・ハルトノ 東京・たなしＭＡＸ 群馬・強戸ジュニア 愛知・岡崎ジュニア 山口・Ｂｅｅｋｉｄｓ 新潟・はちみつＪｒ 埼玉・三郷ダックスジュニア 富山・スポーツクラブ富山

竹本　千穂 村本　里奈 藤井　史穂 篠村　夕月 南部　琉叶伽 萩原　紗月 渡邊　亜有未 玉木　亜弥

堀　小雪 松山　陽香 吉岡　葉菜 加藤　葵生 松原　真央 高橋　妃菜花 川野　楓華 石川　乃乃葉

岡山・ミッキーズ 長崎・ひなときクラブ 大阪・Ｄ☆ＡＲＭＹ 富山・上市ジュニア 石川・美川湊ジュニア 埼玉・鳩ヶ谷ウィングス 福岡・ＪＢＣ小倉 東京・たなしMAX

岩西　真那 千北　梨花子 伊藤　妃香瑠 末井　優里菜 吉田　陽萌 林　咲空 糸長　奈保 田中　佐彩

藤田　美咲 今村　涼 岩井　仁香 吉延　美咲 吉川　羽音 赤澤　涼華 城戸　美潤 猿川　優香

東京・Team clover 福岡・荘島クラブ 大阪・Ｄ☆ＡＲＭＹ 岡山・ミッキーズ 石川・美川湊ジュニア 千葉・市原ジュニア 福岡・海老津ジュニア 熊本・ＫＴジュニア

久湊　菜々 辻　結真 赤松　明依 石橋　結子 川岡　萌 前田　来実 石井　なつみ 濵田　想夏

石田　萌 木山　琉聖 須田　有純 古茂田　倭子 吉松　佳純 新関　彩乃 福田　紗奈 野中　杏里

愛知・はりーあっぷジュニア 東京・TEAM ISHIBA JAPAN 香川・香川スクール 茨城・成沢スポ少 山口・Ｂｅｅｋｉｄｓ 北北海道・東光小少年団 神奈川・横浜白山スポ少 福岡・岡垣ジュニア

５年

６年

種目 ３位 ５位

男子単

４年

５年

６年

女子複

４年

５年

６年

男子複

４年

５年

６年

女子単

４年



個人戦栄光の記録

第２5回滋賀大会 2016.12.23～27 滋賀県立体育館・守山市民体育館

優勝 準優勝

松川　健大 斉藤　礼 澤田　修志 津川　祐太 山田　琉碧 江見　友希 安田　翔 野村　歩夢

神奈川・青葉ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 北北海道・帯広ジュニア 南北海道・札幌BEANS 福井・敦賀ジュニア 岡山・ABC 香川・香川スクール 東京・小平ジュニア

沖本　優大 中山　颯太 寺内　遥大 阿部　学斗 田中　陽樹 菅原　海斗 太田　匡亮 田上　翔和

広島・原ジュニア 三重・小俣スポ少 栃木・小山ＪＢＣ 北北海道・釧路ジュニア 佐賀・多久スポーツピア 南北海道・函館ベアーズ 岐阜・垂井ＪＳＣ 熊本・松崎ジュニア

池田　真那斗 斉藤　駿 冨田　万南斗 岩野　滉也 大垣　空也 平田　璃月 森阪　直弘 大田　隼也

香川・香川スクール 新潟・五泉バンビーノ 愛知・師勝ジュニア 愛知・西尾ジュニア 栃木・宇都宮ＪＢ 岡山・永井BC 福井・足羽ジュニア 富山・高岡ジュニア

勝又　翔哉 坂本　安樹 鈴木　泰芽 猪俣　佑仁 祇園田　隼人 坂本　大地 野村　雅人 小峯　泰成

勝又　飛翔 櫻井　慎大 福島　幸輝 髙坂　悠陽 中原　秀駿 三浦　大和 田中　陽悠 三木　颯斗

静岡・富士山クラブ 栃木・宇都宮ダッシングクラブ 東京・たなしMAX 青森・浪岡ジュニア 熊本・北部ジュニア 広島・フェニックス久松台 福井・大野ジュニア 茨城・ハルトノ

野口　駿平 上畑　蓮 矢部　優空 青木　洸明 野呂　英賢 新木　統 下田　瑞葵 菅原　龍斗

柳川　瑠生 林田　真龍 小宮　大空 篠原　仙一 武下　佳司 新木　颯 楠本　悠人 後藤　奏太朗

東京・たなしMAX 福岡・秋月フォックス 東京・国分寺ジュニア 東京・小平ジュニア 北北海道・帯広ジュニア 鳥取・大栄育成会 福岡・岡垣ジュニア 南北海道・函館ベアーズ

相澤　大智 藤谷　泰雅 小沼　孝次 山腰　悠太 片山　裕翔 山田　温都 池山　蒼人 木根　拓哉

矢田　楓雅 西村　勇汰郎 関根　翔太 石崎　太一 犬嶋　宏介 橋本　周 大久保　翔太 木多　啄也

新潟・プログレス 石川・野々市ジュニア 東京・青梅ジュニア 福岡・海老津ジュニア 北北海道・東光小少年団 鳥取・東伯ＪＳＣ 三重・有緝スポ少 京都・長岡スポ少

樋口　吹羽 横内　美音 平本　梨々菜 秋田　まな 松田　仁衣菜 宮崎　友花 栗山　陽菜 砂川　温香

徳島・藍住エンジェル 山梨・甲府ジュニア 岐阜・池田町少年団 岡山・永井ＢＣ 福井・金井学園ジュニア 大阪・瓜破西SSC 鹿児島・グッドウェーブ 千葉・流山ジュニア

岩戸　和音 山北　奈緒 遠藤　美羽 秋保　奈々 田村　天空 多崎　未波 田口　真彩 成田　芽生

北北海道・愛宕東少年団 埼玉・鶴ヶ島Aｎｇeｌｓ 栃木・足利ラフ・ダイヤモンド 鹿児島・霧島ジュニア 福岡・スマイルジュニア 石川・大徳ジュニア 宮崎・くれよんクラブ 奈良・桜井シャトルキッズ

吉川　天乃 明地　陽菜 室屋　奏乃 志知　夕里菜 寺島　成美 中根　明日香 遠藤　心夏 金廣　真季

岡山・Ｎラインクラブ 大阪・瓜破西SSC 福岡・スマイルジュニア 岐阜・大垣北少年団 岐阜・各務原ジュニアBC 埼玉・所沢ジュニア 山形・上山ジュニア 山口・Ｂｅｅｋｉｄｓ

中野　真里 山北　眞緒 青木　優羽 武下　亜美 森阪　真衣 納村　藍衣 上山　怜来 古田　志穂

鈴木　あいり 伊藤　康乃 平田　涼 及川　沙来杏 水元　蓮華 野坂　侑李 末永　萌々歌 林　知衣奈

千葉・鎌ヶ谷ジュニア 埼玉・鶴ヶ島Aｎｇeｌｓ 茨城・桜川Jrクラブ 北北海道・帯広ジュニア 福井・足羽ジュニア 福井・Wing武生JBC 北北海道・帯広ジュニア 山口・下松ジュニア

竹本　千穂 藤井　史穂 斉藤　舞音 村本　果奈 親泊　ひまり 不破　瑠香 阿部　紗奈 二神　心音

堀　小雪 吉岡　葉菜 笹川　凜 松山　陽香 玉城　李音 加藤　葵生 小林　香凜 藤代　愛

岡山・ミッキーズ 大阪・Ｄ☆ＡＲＭＹ 新潟・白根エンゼルス 長崎・ひなときクラブ 沖縄・キクムラジュニア 富山・上市町ジュニア 南北海道・大同ジュニア 愛媛・坂本ジュニアクラブ

岩西　真那 千北　梨花子 吉田　陽萌 新見　桃芭 獅子原　瑚桜 吉居　要 末井　優里菜 門倉　菜月

藤田　美咲 今村　涼 吉川　羽音 及川　歩 山田　桜生 澤原　黎 吉延　美咲 関口　彩

東京・Team clover 福岡・荘島クラブ 石川・美川湊ジュニア 山口・花岡ジュニア 北北海道・忠和クラブ 三重・二見スポ少 岡山・ミッキーズ 埼玉・小川ドリームジュニア

５年

６年

種目 ３位 ５位

男子単

４年

５年

６年

女子複

４年

５年

６年

男子複

４年

５年

６年

女子単

４年



個人戦栄光の記録

第２６回広島大会 2017.12.22～26 広島県立総合体育館

優勝 準優勝

澤田　修志 長束　翔太 木根　知哉 高野　日向 田上　幹太 遠藤　淳生 石井　叶夢 川野　寿真

北北海道・帯広ジュニア 愛知・大里東スポ少 京都・長岡京市スポ少 熊本・出水南ジュニア 熊本・ＴＴＢＣ 広島・美鈴が丘ＪＢＣ 埼玉・春日部白翔 福岡・岡垣ジュニア

斉藤　礼 松川　健大 津川　祐太 髙木　慎二郎 中村　拓幹 稲川　蓮二郎 藤吉　珠李 江見　友希

福岡・岡垣ジュニア 神奈川・青葉ジュニア 南北海道・札幌BEANS 岐阜・垂井ＪＳＣ 広島・広島安佐ジュニア 新潟・豊栄ジュニア 福岡・海老津ジュニア 岡山・ABC

沖本　優大 中川　友那 谷岡　大后 佐藤　瑠活 今田　竜大 太田　匡亮 寺内　遥大 渡邊　至

広島・原ジュニア 埼玉・鶴ヶ島Aｎｇeｌｓ 高知・たまひよじゅにあ 宮城・仙台大和ジュニア 山形・奥羽ＪＢＣ 岐阜・垂井ＪＳＣ 栃木・小山ＪＢＣ 神奈川・ＦＵＴＡＧＯ

佐藤　策太 祇園田　隼人 寺西　怜生 岡部　翔 宮﨑　直也 渡邉　悠生 谷口　康生 田中　唯月

弓削　綾登 中原　秀駿 森下　虎愛 根本　舜生 安達　琉偉 末村　豪羽 山崎　翔叶 増田　大輝

東京・宝木塚ジュニア 熊本・北部ジュニア 愛知・Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ 神奈川・綾瀬ジュニア 熊本・おぐにジュニア 北北海道・滝川フルール 北北海道・東光小少年団 広島・広島安佐ジュニア

坂本　安樹 勝又　翔哉 猪俣　佑仁 石原　克起 毛利　倖人 森　蒼介 馬場　快成 野村　雅人

櫻井　慎大 勝又　飛翔 髙坂　悠陽 森山　大夢 田部　時生 大森　愛叶 松本　啓汰 田中　陽悠

栃木・宇都宮ＪＢ 静岡・富士山クラブ 青森・浪岡ジュニア 熊本・あかねジュニア 南北海道・田仁バドクラブ 愛媛・久谷ＢＳＳ 愛知・はりーあっぷ 福井・大野ジュニア

関根　翔太 石本　藍利 野口　駿平 古株　大智 新木　統 大石　陽都 菅井　康司 鍬崎　覇流

金本　光巧 鍛冶　駿樹 柳川　瑠生 清水　瑠斗 新木　颯 白石　大智 渡邊　麗音 中村　光惺

東京・青梅ジュニア 石川・三川湊ジュニア 東京・たなしMAX 埼玉・志木ジュニア 鳥取・大栄育成会 兵庫・Ｉｎｎｏｃｅｎｔ 新潟・はちみつＪｒ 熊本・北部ジュニア

山本　優愛 東谷　悠妃 伊藤　康乃 山口　栞菜 山田　桧菜乃 突沖　花歩 文元　日菜 柳生　紗羽海

愛知・みかクラブ 北北海道・忠和クラブ 埼玉・鶴ヶ島Aｎｇeｌｓ 石川・大徳ジュニア 福岡・COLORS 広島・美鈴が丘ＪＢＣ 大阪・田原スマッシュ 奈良・鴻ノ池中央スポ少

樋口　吹羽 玉木　亜弥 秋田　まな 平本　梨々菜 砂川　温香 横内　美音 松田　仁衣菜 宮崎　友花

徳島・藍住エンジェル 東京・たなしMAX 岡山・永井ＢＣ 岐阜・池田町少年団 千葉・流山ジュニア 山梨・甲府ジュニア 福井・金井学園ジュニア 大阪・瓜破西SSC

岩戸　和音 山北　奈緒 山家　くるみ 須藤　海妃 今泉　明日香 田口　真彩 遠藤　美羽 黒川　璃子

北北海道・愛宕東少年団 埼玉・鶴ヶ島Aｎｇeｌｓ 南北海道・北海道ハイテクＡＣＡ 福岡・岡垣ジュニア 佐賀・牛津ＪＢＣ 宮崎・くれよんクラブ 栃木・足利ラフ・ダイヤモンド 埼玉・春日部白翔

伊藤　菜央加 堀田　菜々花 石井　空 宮﨑　凛 関野　妃奈 草間　結 小山　涼風 阿部　唯愛来

岡本　芽 永渕　友梨華 戸上　凛 勘傳　歩美 大津　妃奈乃 生井　穂乃果 浅野　真央 石井　愛莉

愛知・師勝ジュニア 佐賀・川上ジュニア 岡山・ＰＥＡＣＥジュニア 石川・オールエイジジュニア 南北海道・札幌ＢＥＡＮＳ 茨城・西豊田 栃木・宇都宮中央 東京・たなしMAX

鈴木　あいり 青木　優羽 上山　怜来 吉田　明永 後藤　美命 堀　優芽 松浦　希歩 原田　夏帆

中野　真里 平田　涼 末永　萌々歌 保谷　芽依 白川　純 前田　瑠唯 髙木　杏珠 星野　紗花

千葉・鎌ヶ谷ジュニア 茨城・桜川Jrクラブ 北北海道・帯広ジュニア 千葉・市原ジュニア 岐阜・岐南ジュニア 滋賀・里きっず 愛知・みかクラブ 北北海道・東光小少年団

藤井　史穂 宮城　青空 櫻井　優香 橋村　羽奏 唐　欣宇 竹本　千穂 楠森　美羽 安部　遙香

吉岡　葉菜 日野原　楓 湯本　凛音 竹内　遙香 古舘　菜々美 堀　小雪 川野　楓華 金山　璃子

大阪・Ｄ☆ＡＲＭＹ 埼玉・三郷ダックスジュニア 埼玉・志木ジュニア 東京・小平ジュニア 愛知・師勝ジュニア 岡山・ミッキーズ 福岡・若竹クラブ 福井・おおいジュニア

５年

６年

種目 ３位 ５位

男子単

４年

５年

６年

女子複

４年

５年

６年

男子複

４年

５年

６年

女子単
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個人戦栄光の記録

第２７回東京大会 2018.12.24～28 エスフォルタアリーナ八王子

優勝 準優勝

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

新潟・佐渡ジュニア 熊本・ＴＴＢＣ 宮城・仙台大和 愛知・はりーあっぷ 兵庫・まなクラブ 高知・たまひよじゅにあ 栃木・宇都宮ダッシング 兵庫・ＳＪＢＣ

澤田　修志 木根　知哉 遠藤　淳生 長束　翔太 石井　叶夢 川野　寿真 高野　日向 草ノ瀬　悠生

北北海道・帯広ジュニア 京都・長岡京市スポ少 広島・美鈴が丘ＪＢＣ 愛知・大里東スポ少 埼玉・春日部白翔 福岡・岡垣ジュニア 熊本・出水南ジュニア 鹿児島・グッドウエーヴ

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

神奈川・青葉ジュニア 神奈川・青葉ジュニア 南北海道・札幌BEANS 岐阜・垂井ＪＳＣ 岡山・ABC 福岡・岡垣ジュニア 神奈川・大清水 栃木・宇都宮中央Ｊｒ

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

中村　睦人 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

茨城・桜川Jrクラブ 東京・青梅ジュニア 東京・小平ジュニア 香川・国分寺スポ少 山口・Ｂｅｅｋｉｄｓ 宮崎・藤田研究所 宮城・ＢＰＣ仙台 愛知・はりーあっぷ

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

岡部　翔 中原　秀駿 前田　寛仁 安達　琉偉 末村　豪羽 松尾　尚樹 川上　翔大 山崎　翔叶

神奈川・綾瀬ジュニア 熊本・北部ジュニア 香川・前田スクール 熊本・おぐにジュニア 北北海道・滝川フルール 福岡・岡垣ジュニア 島根・ＨＯＳＨＩＮＯ Ｂ.Ｊ.Ｓ 北北海道・東光小少年団

森　蒼介 野村　雅人 有江　琥珀 坂本　安樹 猪俣　佑仁 馬場　快成 岡本　倖大 光富　琉華

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

愛媛・久谷ＢＳＳ 福井・大野ジュニア 埼玉・久喜ＡＢＣ 栃木・宇都宮ＪＢ 青森・浪岡ジュニア 愛知・はりーあっぷ 佐賀・唐津ジュニア 福岡・岡垣ジュニア

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

福岡・山家ウィングス 南北海道・日高地区少年団 東京・小平ジュニア 岩手・ハイタッチジュニア 岐阜・岐南ジュニア 大阪・南郷キューピット 埼玉・志木ジュニア 茨城・桜川Ｊｒ

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

北北海道・忠和クラブ 埼玉・志木ジュニア 福岡・COLORS 石川・大徳ジュニア 千葉・大森ジュニア 愛知・西尾ジュニア 東京・小平ジュニア 栃木・宇都宮中央Ｊｒ

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

徳島・藍住エンジェル 千葉・流山ジュニア 山梨・甲府ジュニア 大阪・瓜破西SSC 福井・金井学園ジュニア 三重・小俣スポ少 岐阜・池田町少年団 東京・たなしMAX

懸　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

藤井　詩 工藤　和奏 篠原　多輝 長谷川　葉月 渡邊　暖花 鈴木　愛香 金生　七海 渡邉　柚乃

愛知・はりーあっぷ 長崎・矢上小 愛媛・中萩ＪＢＣ 埼玉・鶴ヶ島Aｎｇeｌｓ 新潟・阿賀野ジュニア 宮城・横倉ジュニア 福岡・ＣＯＬＯＲＳ 岡山・ＰＥＡＣＥジュニア

戸上　凛 生井　穂乃果 榮代　結子 伊藤　菜央加 八嶋　未來 沢村　実玖 関野　妃奈 白石　もか

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

岡山・ＰＥＡＣＥジュニア 茨城・西豊田 石川・美川湊ジュニア 愛知・師勝ジュニア 埼玉・久喜ＡＢＣ 石川・野々市ジュニア 南北海道・札幌ＢＥＡＮＳ 島根・アトムズ

吉田　明永 青木　優羽 鈴木　あいり 青木　柚奈 堀　優芽 野坂　侑李 水野　美羽 上山　怜来

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

千葉・市原ジュニア 茨城・桜川Jrクラブ 千葉・鎌ヶ谷ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 滋賀・里きっず 福井・Ｗｉｎｇ武生ＪＢＣ 愛媛・ＴｅａｍＵｎｉｏｎ 北北海道・帯広ジュニア
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個人戦栄光の記録

第２８回徳島大会 2019.12.21～25 鳴門・大塚スポーツパーク　アミノバリューホール

優勝 準優勝

寺島　拓夢 松本　眞優 伊東　優真 奥　真優 大塚　夢来 田阪　春馬 宮原　圭純 坂口　功

宮城・仙台大和 栃木・ＵＤＣ 長野・ミンピーベーサー 富山・高岡ジュニア 奈良・富雄南ジュニア 香川・フューチャー 福岡・ネイバーキッズ 東京・渋谷ジュニア

山脇　弘奨 田上　幹太 山城　政人 増田　遥 五十田　敦晴 増田　大輝 木山　凜空 齊藤　優楽

愛知・はりーあっぷ 熊本・ＴＴＢＣ 新潟・佐渡ジュニア 兵庫・ＳＪＢＣ 高知・たまひよじゅにあ 広島・広島安佐ジュニア 熊本・出水南ジュニア 宮城・仙台大和

澤田　修志 木根　知哉 長束　翔太 吉次　和義 高野　日向 芳賀　彪汰 川野　寿真 石井　叶夢

北北海道・帯広ジュニア 京都・長岡京市スポ少 愛知・大里東スポ少 佐賀・多久スポーツピア 熊本・出水南ジュニア 宮城・石巻ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 埼玉・春日部白翔

石川　隼 井川　和真 松原　史穏 塩谷　朱雀 大木　陽生 美濃　龍斗 田島　亮太 谷山　優

池田　純一朗 春木　俊平 西村　采人 武森　陽向 仁科　央雅 坂本　結翔 重田　八雲 寺尾　大輝

愛知・はりーあっぷ 福岡・岡垣ジュニア 石川・松任ジュニア 東京・小平ジュニア 北北海道・帯広ジュニア 千葉・市川ジュニア 千葉・市原ジュニア 福井・えちぜんジュニア

江藤　友哉 野口　馳矢 山﨑　琉生 椎名　洸介 外村　樟太 因藤　翔夢 味岡　友陽 細見　一平

堀内　暁仁 和川　竜也 德重　瓢 笹島　悠瑚 小澤　直旺 三浦　壮太 鈴木　奏楽 湯浅　敦貴

熊本・ブライアンズＦ 神奈川・Ｓｅｌｆｉｓｈ 佐賀・多久スポーツピア 埼玉・三郷ダックス 埼玉・所沢ジュニア 愛知・はりーあっぷ 宮城・ＢＰＣ仙台 京都・長岡京市スポ少

安田　翔 根本　舜生 祇園田　隼人 宮﨑　直也 渡邉　悠生 引野　一真 深尾　優太 中村　励心

前田　寛仁 岡部　翔 中原　秀駿 安達　琉偉 末村　豪羽 川上　翔大 佐藤　策太 松尾　尚樹

香川・ＭＢＳ 神奈川・綾瀬ジュニアＢＣ 熊本・北部ジュニア 熊本・おぐにジュニア 北北海道・滝川フルールＪＲ 島根・星野Ｂ.Ｊ.Ｓ 東京・宝木塚ジュニア 福岡・岡垣ジュニア

阿波　芽衣咲 芳賀　凜歩 渡邉　柚乃 小林　佳依 皆川　恵茉 長谷川　翼咲 原口　倖歩 上野　優寿

福岡・岡垣ジュニア 宮城・石巻ジュニア 岡山・ＰＥＡＣＥ 兵庫・佐用ＢＪＣ 東京・小平ジュニア 静岡・広幡バドキッズ 鹿児島・鹿児島飛翔 山形・立川バドスポ少

畠山　想来 田村　美月 永渕　友梨華 浅野　真央 沼田　弥乘 西川　楓 大石　夢陽 溝尾　花奈

岩手・ハイタッチジュニア 北北海道・東光小少年団 佐賀・川上ジュニア 栃木・宇都宮中央Ｊｒ 大阪・南郷キューピット 京都・久御山 福岡・山家ウィングス 北北海道・あすなろ

東谷　悠妃 白川　菜結 文元　日菜 平田　涼 伊藤　康乃 金森　愛里紗 神尾　朱理 突沖　花歩

北北海道・忠和クラブ 千葉・大森ジュニア 大阪・田原スマッシュ 茨城・桜川Ｊｒ 埼玉・鶴ヶ島 岡山・ミッキーズ 東京・小平ジュニア 広島・美鈴が丘ＪＢＣ

梅澤　唯花 中村　羽奈 渡邉　杏梨 古田　紗也 豊嶋　彩衣心 浪松　美緒 笠井　望來 野元　あい

吉野　羽都希 青山　ひかり 薗田　優奈 内山　蘭 伊藤　澪来 石田　向日葵 藤本　香穂 白田　絢音

東京・練馬アドバンス 茨城・ハルトノ 東京・青梅ジュニア 山口・下松ジュニア 北北海道・近文第二少年団 山口・防府ジュニア 香川・志度ジュニア 鹿児島・大明丘少年団

山北　莉緒 木村　ひなの 懸　明日香 工藤　葵 佐藤　玲 曽我部　柚羽 中村　結愛 向江　悠伽

長谷川　葉月 鈴木　愛香 藤井　詩 工藤　和奏 渡邊　暖花 篠原　多輝 中村　望愛 金生　七海

埼玉・鶴ヶ島 宮城・横倉ジュニア 愛知・はりーあっぷ 長崎・矢上小クラブ 新潟・阿賀野ジュニア 愛媛・中萩ＪＢＣ 奈良・橿原ジュニア 福岡・ＣＯＬＯＲＳ

戸上　凛 榮代　結子 関野　妃奈 生井　穂乃果 山本　希乃花 桑野　愛莉 八嶋　未來 小林　色葉

石井　空 本田　乙葉 大津　妃奈乃 草間　結 竹村　実優 斉藤　凪沙 森　沙和子 小林　若葉

岡山・ＰＥＡＣＥジュニア 石川・美川湊ジュニア 南北海道・札幌ＢＥＡＮＳ 茨城・西豊田 南北海道・札幌ＢＥＡＮＳ 福岡・春日イーグルス 埼玉・久喜ＡＢＣ 愛知・西尾ジュニア

女子複
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個人戦栄光の記録

第２９回岐阜大会（中止） ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止し、代替大会として個人戦のみ実施

日本小学生バドミントンフェスティバルＩＮくまがや 2021.1.6～8 彩の国くまがやドーム

優勝 準優勝

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

愛媛・中萩ＪＢＣ 埼玉・志木ジュニア 埼玉・川越ジュニア 宮﨑・ＵＮＡＩＤ ＭＩＹＡＺＡＫＩ ＢＣ Ｊｒ 北北海道・Ｓｐａｒｋｙ Ｊｒ． 茨城・ハルトノクラブ 山形・米沢南部ＪＢＣ 広島・美鈴が丘ＪＢＣ

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

宮城・仙台大和 栃木・ＵＤＣ 埼玉・鳩ケ谷ウイングス 香川・フューチャー 東京・渋谷ジュニア 福岡・ネイバーキッズ 長崎・ひなときクラブ 埼玉・鶴ヶ島Aｎｇeｌｓ

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

新潟・佐渡ジュニア 愛知・はりーあっぷ 宮城・仙台大和 兵庫・ＳＪＢＣ 香川・木太南 熊本・出水南ジュニア 兵庫・まなクラブ 岩手・南城小育成会

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

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　鷹介

東京・渋谷ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 愛知・ＳＧＵジュニア 埼玉・久喜ＡＢＣ 埼玉・蓮田サウス 栃木・みはら 島根・おろちクラブ 滋賀・仰木の里ジュニア

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 塩谷　朱雀

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 武森　陽向

愛知・はりーあっぷ 埼玉・川越ジュニア 千葉・市川ジュニア 福岡・岡垣ジュニア 青森・みゆきジュニア 鳥取・Ｋａｍｉｓクラブ 愛知・ウィスタリアＪｒ 東京・小平ジュニア

品田　莉希 德重　瓢 因藤　翔夢 奥村　啓太 江藤　友哉 細見　一平 椎名　洸介 野口　馳矢

植木　伸弥 山﨑　琉生 三浦　壮太 東海林　亮汰 堀内　暁仁 湯浅　敦貴 笹島　悠瑚 和川　竜也

新潟・柏崎ジュニア 佐賀・多久スポーツピア 愛知・はりーあっぷ 北北海道・北光少年団 熊本・ブライアンズＦ 京都・長岡京市スポ少 埼玉・三郷ダックス 神奈川・Ｓｅｌｆｉｓｈ

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

埼玉・所沢ジュニア 宮城・ＳＪＣ 愛知・石ヶ瀬 埼玉・鶴ヶ島Aｎｇeｌｓ 愛知・ＮＯＣＫ 群馬・伊勢崎ジュニア 香川・古高松 宮崎・都城スマッシュ

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

福岡・岡垣ジュニア 鹿児島・鹿児島飛翔 兵庫・佐用ＢＪＣ 栃木・プライドＪｒ 愛知・横須賀Ｊｒ． 宮城・石巻クラブ 東京・小平ジュニア 静岡・広幡バドキッズ

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

栃木・宇都宮中央 佐賀・川上ジュニア 岩手・ハイタッチジュニア 青森・弘前イズムＢＣ 大阪・南郷キューピット 東京・小平ジュニア 岐阜・大垣北 北北海道・東光小少年団

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

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

京都・久御山 福岡・海老津ジュニア 沖縄・糸満ジュニア 岐阜・岐南ジュニアＢＣ 神奈川・横浜白山ＳＳ 新潟・栃尾ジュニア 岩手・北上ジュニア 南北海道・札幌ＢＥＡＮＳ

渡邉　杏梨 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 笠井　望來

薗田　優奈 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 藤本　香穂

東京・青梅ジュニア 東京・練馬アドバンス 愛知・師勝ジュニア 鹿児島・川内ジュニア 山口・防府ジュニア 宮城・横倉ジュニア 福島・ＧＰＷジュニア 香川・志度ジュニア

木村　ひなの 山北　莉緒 柿崎　結 曽我部　柚羽 沼田　唯李 懸　明日香 工藤　葵 佐藤　玲

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　和奏 渡邊　暖花

宮城・横倉ジュニア 埼玉・鶴ヶ島Aｎｇeｌｓ 北北海道・東光小少年団 愛媛・中萩ＪＢＣ 埼玉・所沢ジュニア 愛知・はりーあっぷ 長崎・Ｆｌｏｗｅｒｓ 新潟・阿賀野ジュニア
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