
種　目 優　勝 準優勝 参加数
都道府県対抗団体戦 男子 京都府 福井県 愛知県 福岡県 茨城県 東京都 栃木県 石川県 　４９
都道府県対抗団体戦 女子 埼玉県 石川県 愛知県 東京都 神奈川県 栃木県 茨城県 徳島県Ａ 　４９
男子単６年生以下 澤田 修志 木根 知哉 長束 翔太 吉次 和義 髙野 日向 芳賀 彪汰 川野 寿真 石井 叶夢 　４２

(帯広ジュニア[北北海道]) (長岡京市スポ少[京都府]) (大里東ジュニア[愛知県]) (多久スポーツピア[佐賀県]) (出水南ジュニア[熊本県]) (石巻ジュニア[宮城県]) (岡垣ジュニア[福岡県]) (春日部白翔[埼玉県])

男子単５年生以下 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 　３６
(はりーあっぷ[愛知県]) (ＴＴＢＣ[熊本県]) (佐渡ジュニア[新潟県]) (ＳＪＢＣ[兵庫県]) (たまひよじゅにあ[高知県]) (広島安佐ジュニア[広島県]) (出水南ジュニア[熊本県]) (仙台大和ジュニア[宮城県])

男子単４年生以下 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 　３４
(仙台大和ジュニア[宮城県]) (ＵＤＣ[栃木県]) (ミンピーベーサー[長野県]) (高岡ジュニア[富山県]) (富雄南ジュニア[奈良県]) (フューチャー[香川県]) (ネィバーキッズ[福岡県]) (渋谷ジュニア[東京都])

女子単６年生以下 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 　４２
(旭川忠和クラブ[北北海道]) (大森ジュニア[千葉県]) (田原スマッシュ[大阪府]) (桜川Ｊｒ．[茨城県]) (鶴ヶ島[埼玉県]) (ミッキーズ[岡山県]) (小平ジュニア[東京都]) (美鈴が丘ＪＢＣ[広島県])

女子単５年生以下 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 　３６
(ハイタッチＪＢＣ[岩手県]) (東光小少年団[北北海道]) (川上ジュニア[佐賀県]) (宇都宮中央Ｊｒ[栃木県]) (南郷キューピット[大阪府]) (久御山[京都府]) (山家ウイングス[福岡県]) (あすなろ[北北海道])

女子単４年生以下 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 　３４
(岡垣ジュニア[福岡県]) (石巻ジュニア[宮城県]) (ＰＥＡＣＥ[岡山県]) (佐用ＢＪＣ[兵庫県]) (小平ジュニア[東京都]) (広幡バドキッズ[静岡県]) (鹿児島飛翔[鹿児島県]) (立川バドスポ少[山形県])

男子複６年生以下 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 　３４
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
(ＭＢＳ[香川県]) (綾瀬ジュニアＢＣ[神奈川県]) (北部ジュニア[熊本県]) (おぐにジュニア[熊本県]) (滝川フルールＪＲ[北北海道]) (星野Ｂ．Ｊ．Ｓ[島根県]) (宝木塚ジュニア[東京都]) (岡垣ジュニア[福岡県])

男子複５年生以下 江藤 友哉 野口 馳矢 山﨑 琉生 椎名 洸介 外村 樟太 因藤 将夢 味岡 友陽 細見 一平 　３４
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
(ブライアンズＦ[熊本県]) (Ｓｅｌｆｉｓｈ[神奈川県]) (多久スポーツピア[佐賀県]) (三郷ダックス[埼玉県]) (所沢ジュニア[埼玉県]) (はりーあっぷ[愛知県]) (ＢＰＣ仙台[宮城県]) (長岡京市スポ少[京都府])

男子複４年生以下 池田 純一朗 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 　３４
石川 隼 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
(はりーあっぷ[愛知県]) (岡垣ジュニア[福岡県]) (松任ジュニア[石川県]) (小平ジュニア[東京都]) (帯広ジュニア[北北海道]) (市川ジュニア[千葉県]) (市原ジュニア[千葉県]) (えちぜんジュニア[福井県])

女子複６年生以下 石井 空 榮代 結子 大津 妃奈乃 生井 穂乃果 山本 希乃花 桑野 愛莉 八嶋 未來 小林 色葉 　３４
戸上 凜 本田 乙葉 関野 妃奈 草間 結 竹村 実優 斉藤 凪沙 森 沙和子 小林 若葉
(ＰＥＡＣＥ[岡山県]) (美川湊ジュニア[石川県]) (札幌ＢＥＡＮＳ[南北海道]) (西豊田[茨城県]) (札幌ＢＥＡＮＳ[南北海道]) (春日イーグルス[福岡県]) (久喜ＡＢＣ[埼玉県]) (西尾ジュニア[愛知県])

女子複５年生以下 山北 莉緒 木村 ひなの 縣 明日香 工藤 葵 佐藤 玲 曽我部 柚羽 中村 結愛 向江 悠伽 　３４
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
(鶴ヶ島[埼玉県]) (横倉ジュニア[宮城県]) (はりーあっぷ[愛知県]) (矢上小クラブ[長崎県]) (阿賀野ジュニア[新潟県]) (中萩ＪＢＣ[愛媛県]) (橿原ジュニア[奈良県]) (ＣＯＬＯＲＳ[福岡県])

女子複４年生以下 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 聖來 野元 あい 　３４
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
(練馬アドバンス[東京都]) (ハルトノ[茨城県]) (青梅ジュニア[東京都]) (下松ジュニア[山口県]) (近文第二少年団[北北海道]) (防府ジュニア[山口県]) (志度ジュニア[香川県]) (大明丘少年団[鹿児島県])
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