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種　目 優　勝 準優勝 三　位 五　位 参加数
団体戦 男子 大阪府 南北海道 茨城県 福岡県 熊本県 宮城県 愛知県 埼玉県 　４７
団体戦 女子 岡山県 千葉県 福岡県 宮城県 石川県 岩手県 南北海道 東京都 　４８
男子単 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 　３４
４年生以下 (羽球友の会大井川Ｊｒ) (前橋東バドミントンクラブ) (にこにこ北城クラブ) (中央ジュニア) (小平ジュニア) (塩竈ジュニア) (小平ジュニア) (糸満ジュニア)
男子単 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 　３５
５年生以下 (岡垣ジュニア) (横倉ジュニア) (瓜破西ＳＳＣ) (宇都宮ダッシングクラブ) (上市ジュニア) (育成ジュニア) (師勝ジュニアバドミントンクラブ) (榕城小学校)
男子単 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 　３６
６年生以下 (瓜破西ＳＳＣ) (バンテック) (明野ちびバド) (鶴岡城北バドミントンスポーツ少年団) (高松ジュニア) (婦中ジュニア) (岡垣ジュニア) (田無マックスジュニア)

男子複 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 　３４
４年生以下 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

(東光小少年団) (青梅ジュニア) (田無マックスジュニア) (川上ジュニア) (常盤ジュニアクラブ) (フレームクラブ) (大徳ジュニア) (藍住エンジェル)
男子複 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 　３４
５年生以下 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

(松戸六実ジュニア) (塩竈ジュニア) (大同ジュニア) (α野田ジュニア) (鳥栖ジュニア) (咸新スポーツ少年団) (西郷ジュニア) (南木曽ジュニア)
男子複 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 　３４
６年生以下 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

(上市ジュニア) (横浜白山バドミントンスポーツ少年団) (バドミントンクラブかしま) (Ｄｒｅａｍ・Ｊｒ) (箕蚊屋ジュニア) (足羽ジュニア) (玉東ジュニア) (島牧ＪＢＣ)
女子単 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 　３４
４年生以下 (勝山南部ジュニア) (糸満ジュニア) (シャトルクラブ) (八郎潟レイクジュニア) (玄海ジュニア) (香川バドミントンスクール) (富山和合) (大徳ジュニア)
女子単 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 　３５
５年生以下 (ＧＬＯＲＹＣＬＵＢ) (四條畷学園小学校) (出羽バドミンタン) (ＴｅａｍＯＫＡＢＥ) (練馬ジュニア) (釧路ジュニア) (岡垣ジュニア) (Ｊｒ．Ｂｉｒｄｓ)
女子単 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 　３７
６年生以下 (ＴＯＹＯ体協ＢＣ) (塩竈ジュニア) (柏南部ジュニア) (北九州スピリッツ) (大同ジュニア) (富山和合) (ミッキーズ) (はりーあっぷジュニア)

女子複 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 　３４
４年生以下 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

(岡垣ジュニア) (皇徳寺少年団) (横倉ジュニア) (広島安佐ジュニア) (高岡ジュニア) (チャレンジャー) (釧路ジュニア) (橿原ジュニアバドミントンクラブ)

女子複 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 　３４
５年生以下 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

(皇徳寺少年団) (塩竈ジュニア) (横倉ジュニア) (高山ジュニア) (東光小少年団) (フェニックス) (蓮田サウスシャトラーズ) (皇徳寺少年団)
女子複 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 　３４
６年生以下 櫻本 絢子 中西 理緒 髙田 結衣 大野  瞳 加藤 智香 山本 瑠香 老本 美和子 南 麻乃

(海老津ジュニア) (小俣町スポーツ少年団) (大垣安井ＢＳＳ) (満石ジュニア) (出羽バドミンタン) (坂本倶楽部) (水橋ジュニア) (新宮少年団)
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