
No. 都道府県 番号 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校 ブロック
1 小島 滉貴 こじま こうき 6年 東光小バドミントン少年団
2 犬嶋 宏介 いぬじま こうすけ 6年 東光小バドミントン少年団
3 片山 裕翔 かたやま ひろと 6年 東光小バドミントン少年団
4 野村 波輝 のむら はるき 6年 東光小バドミントン少年団

川合 修 5 河北 勝希 かわきた しょうき 5年 愛宕東バドミントン少年団
髙畠 奈々恵 6

1 小山内 康晴 おさない こうせい 6年 北斗上磯ジュニア
2 長田 昊途 おさだ みんと 6年 北斗上磯ジュニア
3 髙橋 大貴 たかはし だいき 6年 七飯ジュニア
4 菅原 海斗 すがわら かいと 5年 函館ベアーズ

佐藤 竜也 5 菅原 龍斗 すがわら りゅうと 5年 函館ベアーズ
髙橋 雅貴 6 後藤 奏太朗 ごとう そうたろう 5年 函館ベアーズ

1 古川 拓豊 こがわ　ひろと 6年 常盤ジュニア
2 林 亮太 はやし　りょうた 6年 弘前キッズ
3 福士 和弥 ふくし　かずや 6年 弘前キッズ
4 村元 政胤 むらもと　まさつぐ 6年 常盤ジュニア

三浦 隆史 5 角田 洸介 かくた　こうすけ 5年 常盤ジュニア
佐藤 芳仁 6 佐藤 楓河 さとう　ふうが 5年 マジッポズ

1 藤井 海斗 ふじい　かいと 6年 飯豊BC
2 佐々木 歩生 ささき　あおい 6年 石鳥谷ジュニアバドミントンクラブ
3 岩渕 凜 いわぶち　りん 6年 前沢ジュニアスポーツ少年団
4 佐藤 史隆 さとう　ふみたか 5年 湯口ジュニア

千葉 順一 5 平賀 翔太 ひらか　しょうた 5年 湯口ジュニア
佐藤 洋一 6

1 廣岡 朋 ひろおか　とも 6年 横倉ジュニアバドミントン
2 齊藤 羽空 さいとう　わく 6年 あおばイーグルス
3 後藤 優季 ごとう　ゆうき 6年 塩釜ジュニアバドミントンクラブ
4 齋藤 亮典 さいとう　りょうすけ 6年 角田ジュニアクラブ

公平 伸行 5 佐藤 瑠活 さとう　るい 5年 仙台大和ジュニア
戸村 命 6

1 畠山 賢悟 はたけやま　けんご 6年 泉ジュニア
2 高橋 輝 たかはし　ひかる 6年 湯沢市バドミントンスポーツ少年団
3 圓城 晴希 えんじょう　はるき 6年 八郎潟レイクジュニアＢＣ
4 佐藤 柚樹 さとう　ゆずき 6年 大曲バドスピリッツ

樋渡 満子 5 高崎 悠晴 たかさき　はるき 5年 能代バドミントンスポーツ少年団
小笠原 憲吾 6 佐々木 一真 ささき　かずま 4年 にしせんジュニアシャトルズ

1 大場 世嵐 おおば　せらん 6年 山口バドミントンスポーツ少年団
2 難波 魁凌 なんば　かいり 6年 致道バドミントンスポーツ少年団
3 佐藤 直紀 さとう　なおき 6年 大山バドミントンスポーツ少年団
4 小林 隼人 こばやし　はやと 6年 大山バドミントンスポーツ少年団

安達 徳雄 5 今田 竜大 こんた　りゅうだい 5年 奥羽ジュニアバドミントンクラブ
三上 清勝 6 油井 颯飛 ゆい　はやと 5年 ふじかげバドミントンスポーツ少年団

1 藤田 真矛 ふじた　まなむ 6年 ＧＰＷジュニア
2 佐久間 健大 さくま　たけひろ 6年 東和キッズバドミントンクラブ
3 安増 智喜 あそ　ともき 6年 東和キッズバドミントンクラブ
4 佐川 稜 さがわ　りょう 6年 東和キッズバドミントンクラブ

佐藤 進一 5 大内 雅也 おおうち　まさや 6年 東和キッズバドミントンクラブ
三本菅 章郎 6 三本菅 弘憲 さんげんすげひろあき 5年 いわきジュニア

1 飯泉 大地 いいずみ　だいち 6年 ハルトノクラブ
2 岡野 優輝 おかの　ゆうき 6年 恋南バドミントンスポーツ少年団
3 清水 玲 しみず　れい 6年 明野ちびバド
4 栄永 健伸 えいなが　けんしん 6年 明野ちびバド

稲光 かおる 5 山口 紘輝 やまぐちこうき 6年 大井沢バドミントンスポ少
小峯 岳央 6 上曽 直輝 うわそなおき 5年 いばらきｼﾞｭﾆｱバドミントンクラブ

1 櫻井 煌介 さくらい　おうすけ 6年 宇都宮ダッシングクラブ
2 吉田 悠 よしだ　ゆう 6年 宇都宮ダッシングクラブ
3 大垣 空也 おおがき　そら 6年 宇都宮JB
4 廣瀬 礼桜 ひろせ　れお 6年 みはらスポーツ文化少年団

芝田 英世 5 中條 颯汰 ちゅうじょう　そうた 6年 みはらスポーツ文化少年団
伊藤 毅人 6 寺内 遥大 てらうち　はると 5年 小山JBC

1 大島 康世委 おおしま　こうせい 6年 藪塚ジュニアバドミントンクラブ
2 田山 瑛士 たやま　あきと 6年 神明ジュニアバドミントンクラブ
3 北島 大輝 きたじま　だいき 6年 神明ジュニアバドミントンクラブ
4 須藤 大翔 すとう　つばさ 5年 大泉ＪＢＣ

篠田 一裕 5 小野 隆之介 おの　りゅうのすけ 5年 強戸ジュニアバドミントンクラブ
田山 敬久 6 小林 蒼暉 こばやし　そうき 5年 高崎ジュニアバドミントンクラブ

11 群馬県 関東

9 茨城県 関東

10 栃木県 関東

7 山形県 東北

8 福島県 東北

6 秋田県 東北

3 青森県 東北

4 岩手県 東北

都道府県対抗団体戦　男子選手名簿（BＴ－１）

1 北北海道 北海道

2 南北海道 北海道

5 宮城県 東北



No. 都道府県 番号 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校 ブロック
1 山岡 陸歩 やまおか　ときほ 6年 蓮田サウスシャトラーズ
2 水村 健人 みずむら　けんと 6年 志木ジュニアバドミントンクラブ
3 渡辺 凱斗 わたなべ　かいと 6年 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ
4 村本 拓海 むらもと　たくみ 6年 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ

藤沼 良一 5 中川 友那 なかがわ　ゆうな 5年 鶴ヶ島Angels
津田 光一郎 6 伊藤 康太郎 いとう　やすたろう 5年 鶴ヶ島Angels

1 安保 武輝 あんぽ　むつき 6年 Progress Jr.
2 林 顕吾 はやし　けんご 6年 サウザンドウッズ
3 村上 港 むらかみ　みなと 6年 市川ジュニア
4 大西 悠斗 おおにし　ゆうと 6年 市川ジュニア

村上 直之 5 柳原 秀太 やなぎはら　しゅうた 6年 松戸六実ジュニア
吉野 二郎 6 木村 輝星 きむら　あきと 5年 野田中根ジュニア

1 橋村 優翔 はしむら　ゆうと 6年 小平ジュニアバドミントンクラブ
2 高橋 知也 たかはし　ともや 6年 TEAM ISHIBA JAPAN
3 鴛海 健 おしうみ　たける 6年 宝木塚ジュニアバドミントンクラブ
4 佐藤 憲蔵 さとう　けんぞう 6年 宝木塚ジュニアバドミントンクラブ

城戸 友行 5 小沼 孝次 こぬま　こうじ 6年 青梅ジュニアバドミントンクラブ
松村 美智子 6 関根 翔太 せきね　しょうた 5年 青梅ジュニアバドミントンクラブ

1 田代 陸人 たしろ　りくと 6年 汲沢バドミントンクラブ
2 荒井 太一 あらい　たいち 6年 三条クラークJr．
3 井上 大馳 いのうえ　だいち 5年 若草ジュニアバドミントンクラブ
4 渡辺 至 わたなべ　いたる 5年 FUTAGO．Jr

大久保 慎一 5 田中 一基 たなか　かずき 5年 若草ジュニアバドミントンクラブ
松川 悟史 6 松川 健大 まつかわ　けんた 4年 青葉ジュニアバドミントンクラブ

1 安間 亮太 やすま　りょうた 6年 勝沼ジュニアバドミントンスポーツ少年団
2 佐野 光 さの　ひかる 6年 勝沼ジュニアバドミントンスポーツ少年団
3 草塩 雄大 くさしお　ゆうた 4年 勝沼ジュニアバドミントンスポーツ少年団
4 坂本 櫂音 さかもと　かいと 4年 勝沼ジュニアバドミントンスポーツ少年団

宮 健次 5 長田 一輝 おさだ　いつき 6年 中道ジュニアバドミントン
安間 一彦 6

1 斉藤 駿 さいとう　しゅん 6年 五泉バンビーノ
2 佐々木 大樹 ささき　だいき 6年 佐渡ジュニアバドミントンクラブ
3 相澤 大智 あいざわ　だいち 6年 プログレス
4 矢田 楓雅 やだ　ふうが 6年 プログレス

松澤 博 5 鴻江 翔伍 こうえ　しょうご 6年 佐渡ジュニアバドミントンクラブ
相澤 一成 6 中山 結斗 なかやま　ゆいと 6年 佐渡ジュニアバドミントンクラブ

1 三石 達万 みついし　たつま 6年 南木曽ジュニア
2 松久 知弘 まつひさ　ちひろ 6年 中野ジュニア
3 唐木 伸 からき　しん 5年 南信ジュニア
4 中村 智希 なかむら　ともき 6年 南信ジュニア

松澤 利美 5 山田 修平 やまだ　しゅうへい 5年 安曇野ジュニア
森 英知 6 矢崎 智也 やざき　ともや 4年 ＴＥＡＮ　ＩＳＨＩＢＡ　ＪＡＰＡＮ　長野

1 大田 隼也 おおた　しゅんや 6年 高岡ジュニア
2 辻口 陽貴 つじぐち　はるき 6年 上市バドミントンスクール
3 藤田 勇吾 ふじた　ゆうご 6年 高岡ジュニア
4 種田 陸人 たねだ　りくと 6年 上市町ジュニア

辻口 真人 5 山本 隼也 やまもと　しゅんや 5年 新湊ジュニア
山本 桂一郎 6

1 藤谷 泰雅 ふじたに　たいが 6年 野々市ジュニアバドミントンクラブ
2 西村 勇汰郎 にしむら　ゆうたろう 6年 野々市ジュニアバドミントンクラブ
3 中橋 一悠 なかはし　ひゆう 6年 中島ジュニアバドミントンクラブ
4 今越 健太 いまこし　けんた 6年 おしのジュニアバドミントンクラブ

吉田 茂昭 5 松岡 琳久 まつおか　りんく 6年 松任ジュニアバドミントンクラブ
三納 英莉佳 6 荒井 輝 あらい　ひかる 5年 金沢崎浦Wings

1 井上 誠也 いのうえ　せいや 6年 みのりスポーツ少年団
2 森阪 直弘 もりさか　なおひろ 6年 足羽ジュニア
3 大田 透真 おおた　とうま 6年 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ
4 竹野 輔 たけの　たすく 6年 Ｄｒｅａｍ．Ｊｒ

松井 繁和 5 藤井 天翔 ふじい　あると 6年 えちぜんジュニア
上田 健吾 6 片山 大揮 かたやま　たいき 6年 社西ジュニア

1 辻 崇我 つじ　しゅうが 6年 SBCスクール
2 勝又 夢斗 かつまた　ゆめと 6年 御殿場ジュニア
3 松村 颯太 まつむら　そうた 6年 御殿場ジュニア
4 井出 祐次郎 いで　ゆうじろう 6年 富士山バドミントンクラブ

住吉 勇人 5 兼子 大輝 かねこ　たいが 5年 SBCスクール
勝又 辰幸 6 勝又 翔哉 かつまた　しょうや 4年 富士山バドミントンクラブ

21 福井県 北信越

22 静岡県 東海

19 富山県 北信越

20 石川県 北信越

17 新潟県 北信越

18 長野県 北信越

15 神奈川県 関東

16 山梨県 関東

13 千葉県 関東

14 東京都 関東

都道府県対抗団体戦　男子選手名簿（BＴ－２）

12 埼玉県 関東



No. 都道府県 番号 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校 ブロック
1 岩野 滉也 いわの　こうや 6年 西尾ジュニア
2 冨田 万南斗 とみた　まなと 6年 師勝ジュニア
3 縣 涼介 あがた　りょうすけ 6年 はりーあっぷジュニア
4 近藤 海裕 こんどう　かいゆう 6年 石ヶ瀬スポーツ少年団

小林 宏也 5 片山 温斗 かたやま　はると 6年 Ｔ－Jump Jr.
岩野 晃 6

1 池山 蒼人 いけやま　あおと 6年 有緝スポーツ少年団バドミントン部
2 大久保 翔太 おおくぼ　しょうた 6年 有緝スポーツ少年団バドミントン部
3 保井 天斗 やすい　たかと 6年 ときわジュニアバドミントン
4 中山 颯太 なかやま　そうた 5年 小俣バドミントンスポーツ少年団

森下 さと子 5 松本 啓吾 まつもと　けいご 5年 小俣バドミントンスポーツ少年団
池山 弘志 6

1 永森 一輝 ながもり　かずき 6年 各務原ジュニアバドミントンクラブ　
2 吉田 慎太郎 よしだ　しんたろう 6年 大垣市ＢＳＳ
3 細川 真南斗 ほそかわ　まなと 6年 大垣市ＢＳＳ
4 野田 侑聖 のだ　ゆうせい 6年 羽島クラブ　

島岡 義和 5 矢島 泰雄 やじま　やすお 6年 羽島クラブ
岩田 悟 6 村井 陽祐 むらい　ようすけ 6年 垂井ＪＳＣ

1 中嶋 壱成 なかじま　いっせい 6年 ぐるぐるパンチSG
2 馬籠 楓 まごめ　かえで 6年 Pana-J
3 山岸 俊介 やまぎし　しゅんすけ 6年 ラナーアップ
4 山村 慶斗 やまむら　けいと 6年 仰木の里ジュニア

堀 勝義 5 渡邊 大智 わたなべ　だいち 6年 瀬田北スポーツ少年団
6 市村 拓斗 いちむら　たくと 6年 里きっず
1 桑原 朋也 くわばら　ともや 5年 Pana-J
2 安井 陸斗 やすい　りくと 5年 Pana-J
3 橋爪 翔生 はしづめ　かける 5年 仰木の里ジュニア
4 谷口 泰地 たにぐち　たいち 5年 仰木の里ジュニア

山田 悟史 5 矢野 愛斗 やの　あいと 5年 ラナーアップ
山岸 克彰 6 五島 直紀 ごしま　なおき 4年 仰木の里ジュニア

1 衣川 真生 きぬがわ　まお 6年 長岡京市スポ少
2 湯浅 友翔 ゆあさ　ゆうと 6年 久御山シャトルキッズ
3 本多 啄也 ほんだ　たくや 6年 長岡京市スポ少
4 木根 拓哉 きのね　たくや 6年 長岡京市スポ少

高橋 光雅 5 岡本 賛多 おかもと　さんた 6年 ウイニングショット
松村 真臣 6 中島 陸 なかじま　りく 6年 ウイニングショット

1 川畑 史吹 かわばた　しぶき 6年 瓜破西ＳＳＣ
2 河村 翔 かわむら　しょう 6年 南郷キューピット
3 福井 颯斗 ふくい　はやと 6年 TNBCジュニア
4 富田 和樹 とみた　かずき 6年 吹田ジュニアコンドル

吉田 稔 5 江田 和博 こうだ　かずひろ 5年 大阪成蹊学園Ｊｒ
河村 美香 6 神山 剛輝 かみやま　こうき 5年 瓜破西ＳＳＣ

1 増田 朝陽 ますだ　あさひ 6年 白とんぼジュニア
2 去来川 太智 いさがわ　たいち 6年 西神ジュニア
3 小網 勇馬 こあみ　ゆうま 6年 加古川ジュニア
4 大石 陽都 おおいし　ひろと 5年 Ｉｎｎｏｃｅｎｔ

中尾 圭吾 5 大久保 薫 おおくぼ　かおる 5年 白とんぼジュニア
喜多 令子 6 山本 将聖 やまもと　しょうせい 5年 加古川ジュニア

1 田中 聖也 たなか　せいや 6年 橿原ジュニアバドミントンクラブ
2 水井 響己 みずい　ひびき 6年 TBC
3 安原 大翔 やすはら　ひろと 6年 桜井シャトルキッズ
4 中山 剛志 なかやま　つよし 6年 橿原ジュニアバドミントンクラブ

木田 充彦 5 網田 明 あみだ　あきら 6年 宇陀ジュニアバドミントンクラブ
神田 直紀 6 小西 直斗 こにし　なおと 6年 橿原ジュニアバドミントンクラブ

1 中村 伊吹 なかむら　いぶき 6年 美浜バドミントンクラブ
2 田中 将人 たなか　まさと 6年 岩出市スポーツ少年団バドミントン
3 田村 悦希 たむら　えつき 6年 岩出市スポーツ少年団バドミントン
4 北川 仁晴 きたがわ　とわ 6年 貴志川バドミントンスポーツ少年団

岩橋 孝朗 5 三木 陸斗 みき　りくと 6年 貴志川バドミントンスポーツ少年団
宮本 義友 6 井上 結登 いのうえ　ゆいと 5年 和歌山ジュニアバドミントンクラブ

1 西村 陽翔 にしむら　はると 6年 若葉ジュニア
2 荒木 克仁 あらき　かつひと 6年 箕蚊屋ジュニアバドミントンクラブ
3 山田 温都 やまだ　はると 6年 東伯バドミントンＪＳＣ
4 橋本 周 はしもと　ちか 6年 東伯バドミントンＪＳＣ

西田 隆志 5 角 壮太 すみ　そうた 5年 崎津Ｊｒ.バドミントンクラブ
竹中 勝利 6 森本 蔵人 もりもと　くらと 5年 Ｋａｍｉｓクラブ

33 鳥取県 中国

31 奈良県 近畿

32 和歌山県 近畿

29 大阪府 近畿

30 兵庫県 近畿

27 滋賀県B 近畿

28 京都府 近畿

25 岐阜県 東海

26 滋賀県A 近畿

都道府県対抗団体戦　男子選手名簿（BＴ－３）

23 愛知県 東海

24 三重県 東海



No. 都道府県 番号 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校 ブロック
1 諸石 樹季 もろいし　いつき 6年 星野バドミントンジュニアスクール
2 黒川 優哉 くろかわ　ゆうや 6年 稲垣バドミントンスクール
3 槇原 旺暉 まきはら　おうき 6年 おろちクラブ
4 伊藤 崇行 いとう　たかゆき 6年 星野バドミントンジュニアスクール

稲垣 慎二 5 金築 吟次郎 かねつき　ぎんじろう 6年 松江JBC
山本 司 6 福島 天聖 ふくしま　てんせい 6年 うんなんEastClub

1 平田 哲也 ひらた　てつや 6年 PEACEジュニア
2 石川 遠和 いしかわ　とおわ 6年 PEACEジュニア
3 平田 璃月 ひらた　りつき 6年 永井バドミントンクラブ
4 土屋 幸平 つちや　こうへい 6年 笠岡アグリジュニアＢＣ

若林 邦任 5 小幡 真己 おばた　まおと 6年 永井バドミントンクラブ
永井 大吉 6 中山 大成 なかやま　たいせい 5年 PEACEジュニア

1 森川 翔暉 もりかわ　しょうき 6年 広島安佐ジュニア
2 奥野 天斗 おくの　てんと 6年 三原ジュニアバドミントンクラブ
3 古屋 恵大 ふるや　けいだい 6年 楽々園ジュニアバドミントンクラブ
4 南本 和哉 みなもと　かずや 6年 瀬野ジュニアバドミントンクラブ

日浦 雅樹 5 沖本 優大 おきもと　ゆうだい 5年 原ジュニア
南本 悟 6 藤田 健介 ふじた　けんすけ 6年 広島安佐ジュニア

1 羽生 祐己 はぶ　ゆうき 6年 ＦＬＡＳＨ　Ｊｒ.
2 河本 周磨 かわもと　しゅうま 6年 新南陽ジュニア
3 長岡 毅晃 ながおか　としき 6年 萩ジュニア
4 前田 健心 まえだ　けんしん 6年 柳井ＪＢＣ

森野 浩史 5 生田 壮志 いくた　そうし 5年 Ｂｅｅｋｉｄｓ
石永 裕記 6 中村 陵雅 なかむら　りょうが 5年 山口南ジュニア

1 池田 真那斗 いけだ　まなと 6年 香川バドミントンスクール
2 福西 渉正 ふくにし　しょうせい 6年 志度バドミントンジュニアクラブ
3 楠原 大智 くすはら　だいち 6年 綾川スピリッツジュニアバドミントンクラブ
4 岡田 大和 おかだ　やまと 6年 綾川スピリッツジュニアバドミントンクラブ

吉川 大助 5 小畑 洸稀 おばだ　こうき 6年 三豊ジュニアバドミントンスポーツ少年団
吉川 和孝 6 冨山 隼土 とみやま　はやと 6年 三豊ジュニアバドミントンスポーツ少年団

1 川原 光騎 かわはら　みつき 6年 助任ジュニア
2 三浦 惟貴 みうら　いつき 6年 小松島ジュニア
3 西川 友貴 にしかわ　ともき 6年 藍住エンジェル
4 田頭 侑也 たがしら　ゆうや 5年 藍住エンジェル

山本 聖彦 5 西川 佳吾 にしかわ　けいご 4年 藍住エンジェル
田頭 直也 6 曽我井 優斗 そがい　ゆうと 5年 北島Ｂａｍｂｉ

1 石丸 優人 いしまる　ゆうと 6年 東雲バドミントンスポーツ少年団
2 弓岡 煌叶 ゆみおか　きらと 6年 坂本ジュニアバドミントンクラブ
3 増田 拓真 ますだ　たくま 5年 西条ジュニアバドミントンクラブ
4 野中 愛斗 のなか　まなと 6年 北条ジュニア

佐薙 和彦 5 佐薙 優孝 さなぎ　まさたか 6年 新居浜ジャガーズ
二宮 安道 6 小西 真央 こにし　まお 6年 中萩ジュニアバドミントンクラブ

1 小山 武瑠 こやま　たける 6年 スカイブルー
2 森木 健人 もりき　けんと 6年 旭東ＢＳＳ
3 西森 大起 にしもり　たいき 6年 旭東ＢＳＳ
4 種田 巧 たねだ　こう 6年 春野ジュニア

尾﨑 建治 5 谷岡 大后 たにおか　だいご 5年 たまひよじゅにあ
小山 祐弘 6 上里 奏人 あがり　かなと 5年 天王ジュニア

1 山崎 晃広 やまざき　あきひろ 6年 岡垣ジュニア
2 西方 俊之 にしかた　としゆき 6年 能古ジュニア
3 楠本 爽太 くすもと　そうた 6年 岡垣ジュニア
4 石崎 太一 いしざき　たいち 6年 海老津ジュニア

池田 明男 5 山腰 悠太 やまこし　ゆうた 6年 海老津ジュニア
野田 亮介 6 齊藤 礼 さいとう　れい 4年 岡垣ジュニア

1 澤田 文哉 さわだ　ふみや 6年 玄海ジュニア
2 山下 勝勲 やました　しょうくん 6年 山内ジュニア
3 大場 勇次 おおば　ゆうじ 6年 七山モンキーズ
4 田中 陽樹 たなか　はるき 5年 多久スポーツピア

吉浦 健二郎 5 藤木 大翔 ふじき　ひろと 5年 多久スポーツピア
川副 邦彦 6

1 辻 雅輝 つじ　まさき 6年 匠Jr
2 深山 創希 ふかやま　そうき 6年 南島原Jr
3 永吉 晟也 ながよし　せいや 6年 南島原Jr
4 中道 一成生 なかみち　いっせい 6年 片岡スポーツLU

近藤 徳郎 5 波多江 美斗 はたえ　よしと 6年 あたごＢＣ
山口 幸治 6 川本 諒太 かわもと　りょうた 5年 矢上小クラブ

43 佐賀県 九州

44 長崎県 九州

41 高知県 四国

42 福岡県 九州

39 徳島県 四国

40 愛媛県 四国

37 山口県 中国

38 香川県 四国

35 岡山県 中国

36 広島県 中国

都道府県対抗団体戦　男子選手名簿（BＴ－４）

34 島根県 中国



No. 都道府県 番号 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校 ブロック
1 城戸 郁也 きど　ふみや 6年 荒尾ジュニア
2 山本 朱祐 やまもと　しゅう 6年 宇土ジュニア
3 毛利 柊光 もうり　しゅうき 6年 芦北ジュニア
4 田上 翔和 たのうえ　とわ 5年 松崎ジュニア

江口 雅臣 5 松永 幸丸 まつなが　ゆきまる 5年 ＳＣきくよう
田上 亜矢子 6 江口 大 えぐち　だい 5年 荒尾ジュニア

1 川邊 悠陽 かわべ　はるき 6年 臼杵ｼﾞｭﾆｱ
2 栗山 寿一 くりやま　じゅいち 6年 光岡ｼﾞｭﾆｱ
3 佐藤 蒼馬 さとう　そうま 6年 日出ｼﾞｭﾆｱ
4 後藤 遥斗 ごとう　はると 6年 坂ノ市JBC

武内 光春 5 小野 隆之介 おの　りゅうのすけ 5年 坂ノ市JBC
中山 多加子 6

1 阪田 龍星 さかた　りゅうせい 6年 レッドバード佐土原
2 相葉 洵之介 あいば　じゅんのすけ 6年 三股バードウイング
3 浦田 駿之介 うらた　しゅんのすけ 6年 winner－bad
4 本多 イオ ほんだ　いお 5年 藤田研究所

藤田 道久 5 松枝 陽士 まつえだ　はると 5年 三股バードウィング
本城 達広 6

1 石原 叶登 いしはら　かなと 6年 川内ジュニアバドミントンクラブ
2 森山 潤世 もりやま　じゅんせい 6年 西陵バドミントンスポーツ少年団
3 永田 怜音 ながた　れおん 6年 武アクアバドミントンスポーツ少年団
4 北薗 壮 きたぞの　たける 6年 鹿児島ジュニアバドミントンスクール

石原 裕介 5 植田 温大 うえだ　はると 6年 武アクアバドミントンスポーツ少年団
堂園 三智子 6 草ノ瀬 悠生 くさのせ　ゆうせい 3年 グッドウェーブ

1 山田 愉 やまだ　るん 6年 彩橋シャトル
2 矢羽田 幹人 やはた　みきと 6年 那覇ジュニア
3 仲嶺 伸麻 なかみね　しんま 6年 那覇ジュニア
4 福里 崇 ふくさと　しゅう 6年 那覇ジュニア

大見謝 恒章 5 知念 俊希 ちねん　しゅんき 6年 宮里バドミントンクラブ
山田 聡 6 新垣 翔太 あらかき　しょうた 5年 キクムラジュニア

49 沖縄県 九州

47 宮崎県 九州

48 鹿児島県 九州

都道府県対抗団体戦　男子選手名簿（BＴ－５）

45 熊本県 九州

46 大分県 九州



No. 都道府県 番号 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校 ブロック
1 遠藤 さえ えんどう　さえ 6年 旭川嵐山バドミントン少年団
2 今井 凜 いまい　りん 6年 旭川嵐山バドミントン少年団
3 土佐 梨緒菜 とさ　りおな 6年 忠和クラブ
4 嶋村 瑞希 しまむら　みずき 6年 東光小バドミントン少年団

佐々木 義光 5 岩戸 和音 いわと　かずね 5年 愛宕東バドミントン少年団
土佐 裕二 6

1 伊藤 歩 いとう　あゆみ 6年 元町北小学校
2 宮平 聖菜 みやひら　せいな 6年 大同ジュニア
3 石岡 空来 いしおか　そら 5年 SA東・羽倶楽部
4 竹内 紅葉 たけうち　くれは 5年 SA東・羽倶楽部

蝦名 悠太 5 山家 くるみ やまや　くるみ 6年 丘珠小学校
一宮 麻依子 6

1 浦田 綺音 うらた　あやね 6年 七戸ジュニア
2 小笠原 未結 おがさわら　みゆう 6年 七戸ジュニア
3 佐藤 帆華 さとう　ほのか 6年 弘前ライクショット
4 蒔苗 蒼依 まかなえ　あおい 6年 弘前ライクショット

新堂 卓也 5 奥山 詞葉 おくやま　ことは 5年 マジッポズ
中山 大聡 6 對馬 杏菜 つしま　あんな 4年 弘前キッズ

1 鈴木 蒼花 すずき　そら 6年 滝沢バドラーＺ”
2 長山 紗千 ながやま　さち 6年 赤崎シャトルズスポーツ少年団
3 川村 真央 かわむら　まひろ 6年 矢沢ジュニア
4 室岡 椋 むろおか　りょう 6年 矢巾シャトルスポーツ少年団

伊藤 公子 5
長山 隆寛 6

1 太田 温彩 おおた　はるさ 6年 Ｓｍｉｌｅ・Ｊ
2 小山 日咲 おやま　ひさき 6年 Ｓｍｉｌｅ・Ｊ
3 武田 優 たけだ　ゆうな 6年 田子ジュニアバドミントンクラブ
4 畠山 三梨花 はたけやま　さりか 6年 田子ジュニアバドミントンクラブ

植松 誠義 5 小笠原 華菜佳 おがさわら　はなか 6年 横倉ジュニアバドミントン
加藤 宏 6

1 鈴木 琉花 すずき　　るか 6年 大曲バドスピリッツ
2 田口 未彩 たぐち　みあ 6年 にしせんジュニアシャトルズ
3 寺田 理紗 てらた　りさ 6年 泉ジュニア
4 古屋 ほの栞 ふるや　ほのか 6年 神岡ジュニア

小松 英昭 5 高橋 里菜 たかはし　りな 5年 大曲バドスピリッツ
鈴木 一幸 6 山内 こころ やまうち　こころ 4年 大曲バドスピリッツ

1 遠藤 心夏 えんどう　ここな 6年 上山ジュニアバドミントンスポーツ少年団
2 山川 歩乃果 やまかわ　ほのか 6年 南部シャトルスポーツ少年団
3 小野 輝莉 おの　ひかり 6年 鶴岡JBC
4 清野 鈴香 せいの　りんか 6年 ふじかげバドミントンスポーツ少年団

早坂 隆 5 齋藤 優菜 さいとう　ゆうな 6年 ふじかげバドミントンスポーツ少年団
髙橋 英二 6 髙橋 寧女 たかはし　ておん 5年 米沢南部JBC

1 市川 茉央 いちかわ　まお 6年 白河ひがしバドミントンジュニア
2 星 夢 ほし　　ゆめ 6年 裏磐梯ジュニア
3 國分 咲希 こくぶん　さき 6年 GPWジュニア
4 佐藤 葵彩 さとう　あおい 6年 GPWジュニア

高上 美鳳 5 佐々木 美耀 ささき　みはや 5年 GPWジュニア
星 里美 6 佐藤 日葵 さとう　ひなた 5年 東和キッズバドミントンクラブ

1 後藤 咲々 ごとう　ささ 6年 東少年バドミントン
2 須﨑 沙織 すざき　さおり 6年 東少年バドミントン
3 草間 優衣 くさま　ゆい 6年 東少年バドミントン
4 百瀬 由梨 ももせ　ゆり 6年 大井沢バドミントンスポ少

海老澤 孝一 5 神山 葵 こうやま　あおい 5年 ハルトノクラブ
保坂 謙治 6 檀原 亜衣 だんばら　あい 5年 大井沢バドミントンスポ少

1 檜山 蒼彩 ひやま　あおい 6年 宇都宮中央ジュニア
2 坂本 美波 さかもと　みなみ 6年 宇都宮ダッシングクラブ
3 川和 芽衣 かわわ　めい 6年 足利レジェンズ
4 遠藤 美羽 えんどう　みはね 5年 足利ラフ・ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

芝田 由紀
恵

5 曽雌 玲那 そし　れいな 5年 プライドジュニア
田崎 真光 6 小山 未來 こやま　みらい 5年 宇都宮中央ジュニア

1 朝倉 ひより あさくら　ひより 6年 強戸ジュニアバドミントンクラブ
2 大村 悠花 おおむら　ゆうか 6年 大泉ＪＢＣ
3 山口 菜摘 やまぐち　なつみ 6年 前橋東バドミントンクラブ
4 近藤 ももな こんどう　ももな 6年 前橋東バドミントンクラブ

桒原 宏政 5 原 菜那子 はら　ななこ 5年 前橋東バドミントンクラブ
間々田 知子 6

都道府県対抗団体戦　女子選手名簿（GＴ－１）

1 北北海道 北海道

2 南北海道 北海道

5 宮城県 東北

6 秋田県 東北

3 青森県 東北

4 岩手県 東北

9 茨城県 関東

10 栃木県 関東

7 山形県 東北

8 福島県 東北

11 群馬県 関東



No. 都道府県 番号 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校 ブロック
1 中根 明日香 なかね　あすか 6年 所沢ジュニアバドミントンクラブ
2 松岡 美歩 まつおか　みほ 6年 蓮田サウスシャトラーズ
3 門倉 菜月 かどくら　なつき 6年 小川ドリームジュニア
4 関口 彩 せきぐち　いろは 6年 小川ドリームジュニア

金子 隆市 5 山北 奈緒 やまきた　なお 5年 鶴ヶ島Angels　
大澤 一之 6 黒川 璃子 くろかわ　りこ 5年 春日部白翔

1 岡本 萌奈未 おかもと　もなみ 6年 川間ジュニア
2 林 咲空 はやし　さくら 6年 市原ジュニア
3 赤澤 涼華 あかざわ　すずか 6年 市原ジュニア
4 遠藤 桐 えんどう　きり 6年 市原ジュニア

塩澤 法城 5 渡辺 七海 わたなべ　ななみ 6年 松戸六実ジュニア
赤澤 春美 6 竹澤 みなみ たけざわ　みなみ 5年 川間ジュニア

1 石川 心菜 いしかわ　ここな 6年 たなし　MAX　ｊｒ.
2 木山 琉聖 きやま　るい 6年 TEAM ISHIBA JAPAN
3 野村 優那 のむら　ゆな 6年 小平ジュニアバドミントンクラブ
4 藤田 美咲 ふじた　みさき 6年 Tcam Clover

野口 聡 5 岩西 真那 いわにし　まな 6年 Tcam Clover
山田 武也 6 高野 来蒔 たかの　こまき 5年 小平ジュニアバドミントンクラブ

1 神﨑 美結 かんざき　みう 6年 Team　RISE
2 島岡 凜 しまおか　りん 6年 青葉ジュニアバドミントンクラブ
3 橋詰 美優 はしづめ　みゆ 6年 NP神奈川
4 田中 子嘉 たなか　しいか 6年 トータスクラブ

二村 直樹 5 伊藤 結衣 いとう　ゆい 5年 青葉ジュニアバドミントンクラブ
江口 真 6 清瀬 璃子 きよせ　りこ 5年 NP神奈川

1 中澤 希和 なかざわ　きわ 6年 鰍沢バドミントンスポーツ少年団
2 柿嶌 麻祐子 かきしま　まゆこ 6年 中道ジュニアバドミントン
3 志村 美郷 しむら　みさと 6年 勝沼ジュニアバドミントンスポーツ少年団
4 沼田 育実 ぬまた　いくみ 5年 甲府ジュニアバドミントン

井上 砂織 5 望月 愛生 もちづき　らな 4年 鰍沢バドミントンスポーツ少年団
安間 一彦 6

1 韮澤 百羽 にらさわ　ももは 6年 小野Ｊｒ．バドミントンクラブ
2 平野 詩音 ひらの　しおん 6年 小野Ｊｒ．バドミントンクラブ
3 島谷 明日香 しまや　あすか 6年 柏崎ジュニア
4 品川 由羽 しながわ　ゆう 6年 柏崎ジュニア

山田 喜一 5 加藤 千聖 かとう　ちさと 6年 阿賀野ジュニア
目﨑 幹生 6 川田 百華 かわた　ももか 5年 阿賀野ジュニア

1 青木 桜子 あおき　さくらこ 5年 南木曽ジュニア
2 代田 楓子 しろた　ふうこ 6年 風越ＢＣ
3 滝澤 杏菜 たきざわ　あんな 6年 臥龍Ｊｒ．
4 原 咲織 はら　さおり 6年 臥龍Ｊｒ．

小平 治 5 小林 茉莉花 こばやし　まりか 6年 ナガノバグス
高橋 弘行 6 藤岡 章枝 ふじおか　あきえ 6年 臥龍Ｊｒ．

1 新庄 花恋 しんじょう　かれん 6年 豊田スポーツ少年団
2 寺上 優衣 てらかみ　ゆい 6年 豊田スポーツ少年団
3 江口 実里 えぐち　みのり 6年 川原クラブ
4 高本 莉緒 たかもと　りお 6年 朝日丘バドミントンクラブ

佐伯 清明 5 浜出 珠季 はまで　たまき 6年 高岡ジュニア
川島 康裕 6 尾崎 楓 おざき　かえで 6年 高岡ジュニア

1 吉田 陽萌 よしだ　ひめ 6年 美川湊ジュニアバドミントンクラブ
2 吉川 羽音 よしかわ　ねね 6年 美川湊ジュニアバドミントンクラブ
3 清水 愛莉 しみず　あいり 6年 小松ジュニアバドミントンクラブ
4 石川 映里 いしかわ　えり 6年 金沢崎浦Wings

西山 徹 5 宮下 恭佳 みやした　きょうか 6年 金沢崎浦Wings
長谷川 加奈 6 服部 未来 はっとり　みらい 5年 金沢ジュニアバドミントンクラブ

1 國吉 穂乃叶 くによし　ほのか 6年 勝山チャマッシュジュニア
2 斎藤 ひまり さいとう　ひまり 6年 勝山チャマッシュジュニア
3 髙松 音葉 たかまつ　おとは 6年 社南ジュニア
4 西脇 侑 にしわき　ゆう 6年 社南ジュニア

斎藤 則彦 5 松川 華実 まつかわ　はなみ 6年 敦賀ジュニア
山岸 茂樹 6 木田 恋菜 きだ　ここな 6年 勝山チャマッシュジュニア

1 荒井 茉奈加 あらい　まなか 6年 富士中央バドミントン
2 山下 瑠菜 やました　るな 6年 藤枝ジュニア
3 平岡 萌 ひらおか　もえ 6年 伊東ワールド
4 平岡 遥 ひらおか　はるか 6年 伊東ワールド

荒井 邦夫 5 村松 壱華 むらまつ　いちか 6年 羽球友の会大井川Ｊｒ．
山下 裕美 6 石井 琴巳 いしい　ことみ 5年 伊東ワールド

13 千葉県 関東

14 東京都 関東

都道府県対抗団体戦　女子選手名簿（GＴ－２）

12 埼玉県 関東

17 新潟県 北信越

18 長野県 北信越

15 神奈川県 関東

16 山梨県 関東

21 福井県 北信越

22 静岡県 東海

19 富山県 北信越

20 石川県 北信越



No. 都道府県 番号 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校 ブロック
1 中林 瑞貴 なかばやし　みずき 6年 T-Jump Jr．
2 河辺 美颯 こうべ　みはや 6年 T-Jump Jr．
3 小立 采音 こだち　あやね 6年 師勝ジュニア
4 深見 莉和菜 ふかみ　りおな 6年 師勝ジュニア

間瀬 孝子 5 岡本 萌 おかもと　もえ 6年 師勝ジュニア
河辺 香里 6

1 辻井 清加 つじい　さやか 6年 小俣バドミントンスポーツ少年団
2 荒木 宥羅 あらき　ゆら 6年 小俣バドミントンスポーツ少年団
3 原 七海 はら　ななみ 6年 小俣バドミントンスポーツ少年団
4 吉居 要 よしい　かなめ 6年 二見バドミントンスポーツ少年団

梅本 洋平 5 澤原 黎 さわはら　れい 6年 二見バドミントンスポーツ少年団
吉居 有希子 6

1 志知 夕里菜 しち　ゆりな 6年 大垣北バドミントン少年団
2 寺島 成美 てらしま　なるみ 6年 各務原ジュニアバドミントンクラブ　
3 三輪 絢加 みわ　あやか 6年 垂井ＪＳＣ
4 橋本 胡々杏 はしもと　ここあ 6年 高山ジュニアバドミントンクラブ　

田口 正明 5 長岡 あんず ながおか　あんず 6年 高山ジュニアバドミントンクラブ
土屋 理江子 6 古谷 遙夏 ふるや　はるか 5年 大垣北バドミントン少年団

1 見延 千尋 みのべ　ちひろ 6年 仰木の里ジュニア
2 杉本 明日香 すぎもと　あすか 6年 仰木の里ジュニア
3 山名 このみ やまな　このみ 6年 瀬田北スポーツ少年団
4 濱口 実那 はまぐち　みな 6年 里きっず

山田 杉男 5 田辺 綾菜 たなべ　あやな 6年 仰木の里ジュニア
谷口 啓子 6 岡本 三槻 おかもと　みつき 6年 坂本倶楽部

1 堀 優芽 ほり　ゆめ 4年 里きっず
2 前田 瑠唯 まえだ　るい 4年 里きっず
3 山名 彩心 やまな　あやみ 4年 仰木の里ジュニア
4 髙本 夏彩 たかもと　なつみ 4年 坂本倶楽部

田中 裕司 5 森口 来美 もりぐち　くるみ 5年 ベイシックジュニア
山名 義則 6 梶原 似音 かじわら　にの 5年 ラナーアップ

1 笠谷 沙織 かさたに　さおり 6年 長岡京市スポ少
2 大泉 帆乃奏 おおいずみ　ほのか 6年 長岡京市スポ少
3 岡本 朋子 おかもと　ともこ 6年 長岡京市スポ少
4 上仲 杏香 かみなか　ももか 6年 長岡京市スポ少

竹林 広司 5 折井 優羽 おりい　ゆうは 6年 ウイニングショット
岩井 朱美 6

1 明地 陽菜 あけち　ひな 6年 瓜破西SSC
2 岩城 杏奈 いわき　あんな 6年 田原スマッシュＢＣ
3 田中 美虹 たなか　みこ 6年 田原スマッシュＢＣ
4 伊藤 妃香瑠 いとう　ひかる 6年 D☆ARMY

明地 清貴 5 岩井 仁香 いわい　にこ 6年 D☆ARMY
岩城 ハルミ 6 杉野 柚月 すぎの　ゆずき 6年 高槻AJBC

1 亀井 菜杏 かめい　なのあ 6年 Ｉｎｎｏｃｅｎｔ
2 富山 紗帆 とみやま　さほ 6年 勝原ジュニア
3 田中 愛香 たなか　あいか 6年 立花シャトルキッズ
4 浦 桜華 うら　おうか 6年 西神ジュニア

生木 照也 5 畑末 真緒 はたすえ　まお 5年 ＴＯＭＯジュニア
小田 清二 6 渡部 来瞳 わたべ　くるみ 5年 西神ジュニア

1 水井 寿々妃 みずい　すずき 6年 TBC
2 古根川 美桜 こねがわ　みお 6年 橿原ジュニアバドミントンクラブ
3 小林 優花 こばやし　ゆか 6年 葛城市當麻バドミントン部
4 松本 笑舞 まつもと　えま 6年 大和郡山市少年少女バドミントンクラブ

水井 妃佐子 5 中川 藍 なかがわ　あい 6年 富雄南ジュニアバドミントンクラブ
松村 宏則 6 山根 紗優花 やまね　さやか 6年 富雄南ジュニアバドミントンクラブ

1 尾原 あかり おはら　あかり 6年 広川ジュニアバドミントンクラブ
2 田中 結 たなか　ゆう 6年 やたがら～ずジュニアバドミントンクラブ
3 米舛 咲々音 よねます　ささね 6年 貴志川バドミントンスポーツ少年団
4 松本 里菜 まつもと　りな 6年 貴志川バドミントンスポーツ少年団

田中 守 5 田原 和花 たはら　わか 6年 貴志川バドミントンスポーツ少年団
伊藤 栄美 6 土居 心晴 どい　こはる 6年 岩出市スポーツ少年団バドミントン

1 景山 真歩 かげやま　まほ 6年 渚ジュニアバドミントンクラブ
2 門脇 想 かどわき　こころ 6年 久松ジュニアバドミントンクラブ
3 塚本 咲菜 つかもと　さな 6年 大栄バドミントン育成会
4 田熊 佑衣 たくま　ゆい 5年 大栄バドミントン育成会

西村 洋 5 加藤 澄菜 かとう　すみな 6年 久松ジュニアバドミントンクラブ
三輪 哲也 6 岡田 小都乃 おかだ　ことの 6年 車尾スポーツ少年団バドミントン部

25 岐阜県 東海

26 滋賀県A 近畿

都道府県対抗団体戦　女子選手名簿（GＴ－３）

23 愛知県 東海

24 三重県 東海

29 大阪府 近畿

30 兵庫県 近畿

27 滋賀県B 近畿

28 京都府 近畿

33 鳥取県 中国

31 奈良県 近畿

32 和歌山県 近畿



No. 都道府県 番号 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校 ブロック
1 石飛 葵 いしとび　あおい 6年 うんなんEastClub
2 川田 潤葉 かわた　うるは 6年 星野バドミントンジュニアスクール
3 石橋 萌花 いしばし　もえか 6年 おろちクラブ
4 坪内 万侑 つぼうち　まゆ 6年 星野バドミントンジュニアスクール

和田 英昭 5 田中 千尋 たなか　ちひろ 6年 アトムズ
木元 和也 6 白石 ゆら はくいし　ゆら 5年 アトムズ

1 末井 優里菜 すえい　ゆりな 6年 ミッキーズ
2 吉延 美咲 よしのぶ　みさき 6年 ミッキーズ
3 吉川 天乃 よしかわ　そらの 6年 Ｎラインクラブ
4 田中 遥奈 たなか　はるな 6年 TOYO体協BC

難波 秀彰 5 長谷川 歩佳 はせがわ　あゆか 6年 Ｎラインクラブ
亀川 章文 6 山川 美咲 やまかわ　みさき 6年 PEACEジュニア

1 竹中 梨紗 たけなか　りさ 6年 広島安佐ジュニア
2 定本 涼菜 さだもと　すずな 6年 キティタイガー
3 小田 風音 おだ　かざね 6年 あかねジュニア
4 豊口 紗智華 とよぐち　さちか 6年 広島安佐ジュニア

豊口 奈穂子 5 日野石 杏 ひのいし　あんず 6年 広島安佐ジュニア
小田 千恵子 6 上田 心乃華 うえだ　このか 5年 楽々園ジュニアバドミントンクラブ

1 金廣 真季 かねひろ　まき 6年 Ｂｅｅｋｉｄｓ
2 新見 桃芭 にいみ　ももは 6年 花岡ジュニア
3 相本 珠杏 あいもと　じゅあん 6年 下松ジュニア
4 津畑 朱音 つばた　あやね 6年 清末ジュニア

山下 新一 5 及川 歩 おいかわ　あゆみ 6年 花岡ジュニア
大崎 充晴 6 橘 良侑 たちばな　みゆ 5年 下松ジュニア

1 石川 紅 いしかわ　こう 6年 太田バドミントンスポーツ少年団
2 宮﨑 春菜 みやざき　はるな 6年 香川バドミントンスクール
3 宮崎 朋花 みやざき　ともか 6年 三豊ｼﾞｭﾆｱバドミントンスポーツ少年団
4 坂本 美夏 さかもと　みか 6年 中央バドミントンスポーツ少年団

吉川 大助 5 伊藤 彩 いとう　あや 6年 中央バドミントンスポーツ少年団
徳永 敏子 6

1 金澤 志歩 かなざわ　しほ 6年 藍住エンジェル
2 樋口 未羽 ひぐち　みう 6年 藍住エンジェル
3 田頭 望乃加 たがしら　ののか 6年 藍住エンジェル
4 樋口 吹羽 ひぐち　ふう 4年 藍住エンジェル

藤本 伸 5 平岡 倖音 ひらおか　さちね 6年 助任ジュニア
樋口 智紀 6 林 真央 はやし　まお 6年 北島Ｂａｍｂｉ

1 伊藤 るな いとう　るな 6年 Team　Union
2 加藤 はる かとう　はる 6年 中萩ジュニアバドミントンクラブ
3 宇都宮 小桜 うつのみや　こはる 6年 宇和ジュニアバドミントンクラブ
4 田中 なな たなか　なな 6年 大生院ジュニアバドミントンクラブ

二宮 安道 5 山本 萌愛 やまもと　もえ 6年 神郷ジュニアバドミントンクラブ
佐薙 和彦 6 井上 幸音 いのうえ　しのん 5年 宇和ジュニアバドミントンクラブ

1 岡﨑 佳名子 おかざき　かなこ 6年 スカイブルー
2 黒石 愛奈 くろいし　まな 6年 春野ジュニア
3 伊藤 天音 いとう　あまね 5年 春野ジュニア
4 山脇 理保子 やまわき　りほこ 5年 春野ジュニア

田中 章弘 5 田中 志歩 たなか　しほ 5年 スカイブルー
岡﨑 紀子 6 森沢 梨緒 もりさわ　りお 5年 天王ジュニア

1 千北 梨花子 ちきた　りかこ 6年 荘島クラブ
2 今村 涼 いまむら　すず 6年 荘島クラブ
3 室屋 奏乃 むろや　かなの 6年 スマイルジュニア
4 吉村 茉恩 よしむら　まお 6年 北九州スピリッツ

眞鍋 聡 5 矢ヶ部 真衣 やかべ　まい 6年 サイレントクラブ
内山 咲子 6 須藤 海妃 すどう　めい 5年 岡垣ジュニア

1 永渕 妃香 ながふち　ひめか 6年 川上ジュニア
2 下村 彩花 しもむら　あやか 6年 牛津JBC
3 古賀 まな美 こが　まなみ 6年 牛津JBC
4 辻 彩七 つじ　あやな 6年 唐津ジュニア

川副 邦彦 5 今泉 明日香 いまいずみ　あすか 5年 牛津JBC
吉浦 健二郎 6

1 工藤 葉那 くどう　はな 6年 矢上小クラブ
2 浦 美沙貴 うら　みさき 6年 矢上小クラブ
3 藤田 紗羽 ふじた　さわ 6年 ace
4 立石 華音 たていし　かのん 6年 ace

永田 圭太 5 冨永 蘭 とみなが　らん 6年 南島原Jr
髙月 完 6 片山 はるひ かたやま　はるひ 5年 矢上小クラブ

都道府県対抗団体戦　女子選手名簿（GＴ－４）

34 島根県 中国

37 山口県 中国

38 香川県 四国

35 岡山県 中国

36 広島県 中国

41 高知県 四国

42 福岡県 九州

39 徳島県 四国

40 愛媛県 四国

43 佐賀県 九州

44 長崎県 九州



No. 都道府県 番号 氏名 ふりがな 学年 所属クラブまたは学校 ブロック
1 田中 佐彩 たなか　さあや 6年 松﨑ジュニア
2 猿川 優香 さるかわ　ゆうか 6年 松﨑ジュニア
3 竹下 ほのか たけした　ほのか 6年 花房クラブ
4 長塩 幸奈 ながしお　ゆきな 6年 花房クラブ

田上 良治 5 大方 椎菜 おおかた　しいな 6年 ひよこクラブ
前田 広樹 6 桐原 優佳 きりはら　ゆうか 6年 ＷＩＮＮＥＲ

1 丹生 結子 にう　ゆうこ 6年 宇佐ジュニア
2 友永 莉香 ともなが　りか 6年 別府ジュニア
3 佐藤 千奈津 さとう　ちなつ 6年 三重ジュニア
4 佐藤 妃菜子 さとう　ひなこ 6年 三重ジュニア

近藤 英隆 5 久保 侑希 くぼ　ゆうき 6年 三重ジュニア
佐藤 榮 6

1 檜垣 希望 ひがき　のぞみ 6年 くれよんクラブ
2 牧野 美涼 まきの　みすず 6年 妻北ジュニア
3 白木 亜侑 しらき　あゆ 6年 くれよんクラブ
4 田口 真彩 たぐち　まや 5年 くれよんクラブ

黒木 雄二 5 牧野 美優 まきの　みゆう 5年 妻北ジュニア
牧野 諭 6

1 笹原 愛夏 ささはら　まなか 6年 川内ジュニアバドミントンクラブ
2 森 美咲 もり　みさき 6年 西田バドミントンスポーツ少年団
3 堂園 みとせ どうぞの　みとせ 6年 鹿児島ジュニアバドミントンスクール
4 東 玲美 ひがし　れみ 5年 グッドウェーブ

笹原 健志 5 栗山 陽菜 くりやま　ひな 4年 グッドウェーブ
草ノ瀬 郁美 6

1 宮平 のぞみ みやひら　のぞみ 6年 越来ドリームズ
2 新垣 愛 あらかき　いとし 6年 泡瀬ジュニア
3 宮平 結衣 みやひら　ゆい 6年 泡瀬ジュニア
4 金元 柚樹 かねもと　ゆずき 6年 糸満ジュニア

上原 源三 5 親泊 ひまり おやどまり　ひまり 5年 キクムラジュニア
宮平 圭三 6 仲里 心々和 なかざと　ここな 5年 糸満ジュニア

都道府県対抗団体戦　女子選手名簿（GＴ－５）

45 熊本県 九州

46 大分県 九州

49 沖縄県 九州

47 宮崎県 九州

48 鹿児島県 九州




