
種　　　目 優　勝 準優勝 三　位 四　位

とよだ　かんえい まつもと　じゅん なかむら　りゅうと しみず　たかあき

豊田 寛栄 松本 准 中村 琉音 清水 貴耀

(ときわジュニアバドミントン) (小俣バドミントンスポーツ少年団) (高茶屋バドミントンスポーツ少年団) (南が丘バドミントンスポーツ少年団)

いけやま　ゆずき おくむら　れんじゅ たてい　はると つかもと　ゆうと

池山 橙希 奥村 簾樹 立井 悠斗 塚本 悠翔

(有緝スポーツ少年団バドミントン部) (有緝スポーツ少年団バドミントン部) (明倫スポーツ少年団バドミントン部) (高茶屋バドミントンスポーツ少年団)

きのした　きょうすけ えざき　たいせい さかぐち　けい さわむら　つばさ

木下 響介 江﨑 大晟 坂口 慶 澤村 翼

(玉城バドミントンスクール) (長太ジュニアバドミントンクラブ) (小俣バドミントンスポーツ少年団) (誠之バドミントンスポーツ少年団)

たじま はやと かとう ゆうすけ はぎわら りくと いばた やまと

田島 隼人 加藤 佑翼 萩原 陸翔 井端 大和

いがき たいしん みぞぐち けんしん まつもと ようれい まちの かいと

井垣 堆心 溝口 絢信 松本 燿嶺 町野 海斗

(ときわジュニアバドミントン) (小俣バドミントンスポーツ少年団) (明バドミントンスポーツ少年団) (高茶屋バドミントンスポーツ少年団)

ふじい いくと もり つみき さば こうせい うんの そうた

藤井 郁斗 森  積喜 佐波 宏星 海野 颯太

さとう けいじ なかきた ひろと たばた かいる はやし だいち

佐藤 敬二 中北 寛人 田端 快琉 林 大智

(誠之バドミントンスポーツ少年団) (南が丘バドミントンスポーツ少年団) (小俣バドミントンスポーツ少年団) (明バドミントンスポーツ少年団･明バドミント)

まつおか つばさ おおはた ゆすと つる ひなと かわきた しょうえい

松岡 翼 大畑 義人 水流 暖翔 河北 祥英

いけだ りく うちやま あゆむ ますい せいあ くろだ とうや

池田 琉空 内山 渉夢 増井 星海 黒田 統也

(川越町バドミントンスポーツ少年団) (笹川ジュニアバドミントンスポーツ少年団) (高茶屋バドミントンスポーツ少年団) (長太ジュニアバドミントンクラブ)

せこぐち　くるみ すずき　ひなこ いなよし　れいあ さかい　にいな

世古口 来海 鈴木 陽南子 稲吉 礼有 酒井 新菜

(有緝スポーツ少年団バドミントン部) (高茶屋バドミントンスポーツ少年団) (明倫スポーツ少年団バドミントン部) (明生バドミントンＪｒ)

やました　はな よねざわ　めい あいはら　なのは まちの　ふゆか

山下 羽奈 米澤 萌衣 相原 菜芭 町野 冬華

(小俣バドミントンスポーツ少年団) (誠之バドミントンスポーツ少年団) (笹川ジュニアバドミントンスポーツ少年団) (高茶屋バドミントンスポーツ少年団)

かまた　にじか すえよし　ここみ はやし　みお あいはら　おとは

鎌田 虹花 末吉 虹心実 林 碧音 相原 乙芭

(美翔団ジュニア) (高茶屋バドミントンスポーツ少年団) (長太ジュニアバドミントンクラブ) (笹川ジュニアバドミントンスポーツ少年団)

あべ あやね おくむら そあ のろ ゆうい おくだ なぎ

阿部 文音 奥村 空愛 野呂 悠衣 奥田 凪

やの ふたば たまき ひな おくやま りの もりい める

矢野 双葉 玉木 陽夏 奥山 凜乃 森井 萌琉

(ときわジュニアバドミントン) (有緝スポーツ少年団バドミントン部) (勢和Ｊｒ．バドミントンクラブ) (小俣バドミントンスポーツ少年団)

おくむら さわ おおいし のあ まさおか みさと あびる あかり

奥村 紗羽 大石 乃愛 正岡 美聖 阿比留 朱里

ふじい しおり やすい あこ まつだ ひまわり さかした わかな

藤井 栞 保井 亜子 松田 陽葵 坂下 和奏

(小俣バドミントンスポーツ少年団) (ときわジュニアバドミントン) (玉城バドミントンスクール) (ときわジュニアバドミントン)

ふくにし ひなの いわぶち しゅり まつむら ゆめの かいせ かほ

福西 陽奈乃 岩渕 朱莉 松村 友萌乃 海瀬 叶歩

まつもと かなん おおいし ゆの おおはら ねね くろだ わかな

松本 夏南 大石 結希 大原 寧心 黒田 若奈

(小俣バドミントンスポーツ少年団) (ときわジュニアバドミントン) (長太ジュニアバドミントンクラブ) (有緝スポーツ少年団バドミントン部)
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