
種　目 優　勝 準優勝 参加数

団体戦 男子 東京都 石川県 福岡県 宮城県 福井県 青森県 埼玉県 熊本県 　４９

団体戦 女子 茨城県 新潟県 福岡県 東京都 愛知県 香川県 神奈川県 栃木県 　４９

男子単６年生以下 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 　４４
(青梅ジュニアバドミントンクラブ[東京都]) (みのりバドミントンスポーツ少年団[福井県]) (出水南ジュニア[熊本県]) (北野平ジュニア[南北海道]) (各務原ジュニアバトミントンクラブ[岐阜県]) (川内ジュニアバドミントンクラブ[鹿児島県]) (今市ジュニア[栃木県]) (マジッポズ[青森県])

男子単５年生以下 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 ３８
(西尾ジュニア[愛知県]) (宇都宮ダッシングクラブ[栃木県]) (五泉バンビーノ[新潟県]) (永井バドミントンクラブ[岡山県]) (香川バドミントンスクール[香川県]) (高岡ジュニア[富山県]) (ＲＥＶＥＮＧＥ[栃木県]) (長岡京市スポ少[京都府])

男子単４年生以下 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 ３６
(原ジュニア[広島県]) (釧路ジュニア[北北海道]) (矢上小クラブ[長崎県]) (金沢崎浦Ｗｉｎｇｓ[石川県]) (池田町バドミントン少年団[岐阜県]) (常盤ジュニアバドミントンクラブ[青森県]) (仙台大和ジュニアバドミントンクラブ[宮城県]) (羽桜Ｂ，Ｃ[南北海道])

女子単６年生以下 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 ４４

(ハルトノ[茨城県]) (たなしＭＡＸＪｒ．[東京都]) (強戸ジュニアバドミントンクラブ[群馬県]) (岡崎ジュニアＢ．Ｃ[愛知県]) (Ｂｅｅｋｉｄｓ[山口県]) (はちみつＪｒバドミントンクラブ[新潟県]) (三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ[埼玉県]) (スポーツクラブ富山[富山県])

女子単５年生以下 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 ３８
(Ｎラインクラブ[岡山県]) (大垣北バドミントン少年団[岐阜県]) (東少年[茨城県]) (たなしＭＡＸＪｒ．[東京都]) (上山ジュニアバドミントンスポーツ少年団[山形県]) (瓜破西ＳＳＣ[大阪府]) (Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ．[愛知県]) (各務原ジュニアバトミントンクラブ[岐阜県])

女子単４年生以下 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 ３６
(鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉県]) (足利レジェンズ[栃木県]) (プライドジュニア[栃木県]) (ＳＡ東・羽倶楽部[南北海道]) (藍住エンジェル[徳島県]) (ＳＡ東・羽倶楽部[南北海道]) (連坊ジュニアバドミントンクラブ[宮城県]) (たなしＭＡＸＪｒ．[東京都])

男子複６年生以下 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 ３６

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
(たなしＭＡＸＪｒ．[東京都]) (勝山チャマッシュジュニア[福井県] (Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ[福井県]) (Ｋａｍｉｓクラブ[鳥取県]) (春野ジュニアバドミントンクラブ[高知県]) (海老津ジュニア[福岡県]) (鹿児島ジュニアバドミントンスクール[鹿児島県]) (Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ[福井県])

男子複５年生以下 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 犬嶋 宏介 ３６

石崎 太一 矢田 楓雅 中山 結斗 鴛海 健 大口 輝 岡田 大和 鎌田 茂蔵 片山 裕翔
(海老津ジュニア[福岡県]) (プログレス[新潟県]) (佐渡ジュニアバドミントンクラブ[新潟県]) (宝木塚ジュニアクラブ[東京都]) (リバースバドミントンクラブ[岐阜県]) (綾川スピリッツ[香川県]) (東光小バドミントン少年団[北北海道]) (東光小バドミントン少年団[北北海道])

男子複４年生以下 伊藤 康太郎 野口 駿平 田中 一基 安井 陸斗 渡邊 麗音 猪股 佑仁 小山内 晴輝 青木 洸明 ３６

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
(鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ[埼玉県]) (たなしＭＡＸＪｒ．[東京都]) (若草ジュニアバドミントンクラブ[神奈川県]) (Ｐａｎａ－Ｊ[滋賀県]) (はちみつＪｒバドミントンクラブ[新潟県]) (浪岡ジュニアバドミントンクラブ[青森県]) (北斗上磯ジュニア[南北海道]) (小平ジュニアクラブ[東京都])

女子複６年生以下 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 ３６

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
(はりーあっぷジュニア[愛知県]) (ＴＥＡＭＩＳＨＩＢＡＪＡＰＡＮ[東京都]) (香川バドミントンスクール[香川県]) (成沢バドミントンスポーツ少年団[茨城県]) (Ｂｅｅｋｉｄｓ[山口県]) (東光小バドミントン少年団[北北海道]) (横浜白山バドミントンスポーツ少年団[神奈川県]) (岡垣ジュニア[福岡県])

女子複５年生以下 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 ３６

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
(Ｔｅａｍｃｌｏｖｅｒ[東京都]) (荘島クラブ[福岡県]) (Ｄ☆ＡＲＭＹ[大阪府]) (ミッキーズ[岡山県]) (美川湊ジュニアバドミントンクラブ[石川県]) (市原ジュニア[千葉県]) (海老津ジュニア[福岡県]) (ＫＴジュニア[熊本県])

女子複４年生以下 竹本 千穂 村本 果奈 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 ３６

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
(ミッキーズ[岡山県]) (ひなときクラブ[長崎県]) (Ｄ☆ＡＲＭＹ[大阪府]) (上市町ジュニア[富山県]) (美川湊ジュニアバドミントンクラブ[石川県]) (鳩ヶ谷ウイングス[埼玉県]) (ＪＢＣ小倉[福岡県]) (たなしＭＡＸＪｒ．[東京都])

三　位 五　位
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