
種　目 優　勝 準優勝 参加数
６年男子複 岩岡 力也 深谷 裕太 上田 竜也 柴田 陽登 窪田 一仁 田中 啓一朗 佐藤 大介 赤池 龍希 　３２

杉山 潤 高島 大地 福嶋 壮太 田口 陽征 渡辺 陽真 安部 颯人 川﨑 龍也 名葉 智信
(ハルトノ) (東少年) (所沢ジュニア) (小平ジュニア) (蓮田サウス) (横浜白山バドミントン) (上戸祭バドミントン) (市川ジュニア)

５年男子複 鈴木 翔馬 武井 優太 鵜川 大也 斎藤 叶汰 勅使川原 樹 青木 俊樹 仲田 康太 岩下 亮介 　３２
松本 哲弥 遠藤 彩斗 田口 裕久 平田 輝 副島 理義 新宅 雄 江頭 竹時 多田 晴陽
(鳩ヶ谷ウイングス) (青梅ジュニア) (鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ) (桜川ジュニア) (藪塚ジュニア) (ハルトノ) (厚木ジュニア) (足利ジュニア)

４年以下男子複 小野 泰平 覧村 龍之介 矢畑 加月 小室 直椰 坂田 蓮 原田 竜也 松村 拓哉 宮下 冬偉 　３２
末永 逸貴 江頭 桜空 桒原 彰吾 大久保 智也 澤田 涼介 安保 瑠城 時田 貴章 石崎 陽明
(ＮＰ神奈川) (厚木ジュニア) (前橋東バドミントン) (綾瀬ジュニア) (春日部白翔) (松戸六実ジュニア) (蓮田サウス) (大泉ＪＢＣ)

６年男子単 塚本 翔太 山田 尚輝 久保田友之祐 川端 直人 須永 匠 中村 祐二 本巣 智央 本田 晃太 　３２
(小山ジュニア) (小平ジュニア) (前橋東バドミントン) (チャレンジャー) (桐生ジュニア) (豊ジュニア) (みはらスポーツ) (東少年)

５年男子単 渡邉 一輝 近藤 将史 吾妻 健太郎 森 心ノ丞 大上 洸樹 滝口 友士 廣木 俊輔 町田 笙太郎 　３２
(足利ジュニア) (所沢ジュニア) (チャレンジャー) (宇都宮ダッシング) (調布ジュニア) (野の花クラブ・ハート) (宇都宮ジュニア) (江面シルバー)

４年以下男子単 武藤 映樹 後藤 サン 塩澤 慶郁 榎本 拓真 塚越 達也 若林 由亮 松永 那津央 中村 晃大 　３２
(厚木ジュニア) (所沢ジュニア) (α野田ジュニア) (宝木塚ジュニア) (笠懸ジュニア) (小山ジュニア) (青梅ジュニア) (鰍沢スポーツ少年団)

６年女子複 桝谷 志穂 秋元 未幸 平田 燈 吉田 実央 東林 彩未 田中 芽依 小黒 遥花 中村 美夕 　３２
藤田 真尋 小沼 千晴 林 樂 須田 栞菜 渡邉 真依 佐藤 凪 和田 あかり 榎本 紗貴
(小山ジュニア) (青梅ジュニア) (練馬ジュニア) (桐生川内ジュニア) (藪塚ジュニア) (鳩ヶ谷ウイングス) (チャレンジャー) (所沢ジュニア)

５年女子複 海老原 香澄 佐藤 灯 安達 友妃 小池 由華 町田 華梨 菊地 結衣 税所 知子 志和 さくら 　３２
土屋 芽依美 鈴木 陽向 木内 彩乃 景山 紫帆 小堤 榛菜 菊地 美咲 小林 奈未 臼田 葵
(小山ジュニア) (鳩ヶ谷ウイングス) (東少年) (桜川ジュニア) (ハルトノ) (益子ジュニア) (国分寺ジュニア) (志木ジュニア)

４年以下女子複 大澤 佳歩 新田 光 海老澤 彩 杉山 未来 伊藤 空 八角 実侑 武井 幸姫 加藤 碧夏 　３２
手戸 愛理 新田 凪 小川 明華 大高 舞衣 大垣 友南 秋庭 美羽 戸崎 雪穂 吉川 茜
(志木ジュニア) (御幸スポーツ少年団) (東少年) (松戸六実ジュニア) (宇都宮ジュニア) (蓮田サウス) (青梅ジュニア) (町田ジュニア)

６年女子単 山口 萌 巻口 実可 桜井 彩貴 醍醐 和佳 正田 捺実 田代 愛妃 大上 月佳 柳原 なな子 　３２
(ＫＳＢＣ－Ｊｒ) (鎌ヶ谷ジュニア) (出羽バドミンタン) (蓮田サウス) (練馬ジュニア) (上河内バドミントン) (調布ジュニア) (松戸六実ジュニア)

５年女子単 齋藤 夏 高橋 未羽 本田 悠理 溝口 なつめ 佐川 智香 輿石 江里香 狩野 睦子 大貫 桃子 　３２
(鳩ヶ谷ウイングス) (所沢ジュニア) (チャレンジャー) (汲沢バドミントン) (東少年) (勝沼ジュニア) (藪塚ジュニア) (宇都宮ジュニア)

４年以下女子単 福井 美空 宇都 智加 郡司 莉子 宮崎 淳美 原島 彩乃 杉山 薫 染谷 菜々美 宮本 美海 　３２
(志木ジュニア) (小平ジュニア) (ｔ．ｉｓｈｉｂａｊａｐａｎ) (小平ジュニア) (綾瀬ジュニア) (ハルトノ) (大井沢) (三条クラークＪｒ．)
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