
６年男子

29
5

36 和久 （美川湊ジュニア） 比氣 （恋南）

縄田 （小平ジュニア）

20
34 橋村 （小平ジュニア） 佐藤 （大山バドスポ少） 相澤 （プログレス）

21
37 岩野 （西尾ジュニア） 吉田 （行田バドミントン） 岩佐 （勝沼ジュニア）

35 増田 （プライド） 後藤 （ＢＰＣ仙台） 石塚 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

35
29 大垣 （宇都宮ＪＢ） 服部開（サザンウイングス） 田貝 （所沢ジュニア）

18
30 大島 （藪塚ジュニア） 奥村 （大徳ジュニア） 福井 （志木ジュニア）

28
31 栄永 （明野ちびバド） 井口 （久喜ＡＢＣ） 箕輪 （昭和ジュニア）

19
32 権平 （五泉バンビーノ）

33
知念 （三郷ダックス）

27
27 村上 （市川ジュニア） 佐野 （勝沼ジュニア） 加藤 （チャレンジャー）

17
28 佐々木（佐渡ジュニア） 中川 （青梅ジュニア） 金子 （じゃパンダｊｒ．）

33 中山 （片平ブレイヴ） 西村 （松任ジュニア）

原田 （今市ジュニア）

32
25 冨田 （師勝ジュニア） 坪田 （小平ジュニア） 今田 （奥羽ＪＢＣ）

16
26 遠藤 （ガティジュニア） 笠原 （本庄シャトルスター） 合田 （たなしＭＡＸ）

26

23 鴛海 （宝木塚ジュニア） 武田 （恋南） 古川 （常盤ジュニア）

15
24 渡辺 （三郷ダックス） 藤田 （高岡ジュニア）

31
15

36
20 森阪 （足羽ジュニア） 中條 （みはら） 平本 （法政クラブ）

14
21 北島 （神明ジュニア） 浜田 （御幸スポ少）

白田 （宇都宮ＪＢ） 北地 （小平ジュニア）

25
3

18 河﨑 （サザンウイングス） 堀口 （チャレンジャー） 山本 （城東バドミントン）

12
16 高橋 （Ｔｅａｍ Ｉｓｈｉｂａ Ｊａｐａｎ） 宮田 （じゃパンダｊｒ．） 山崎 （鎌ケ谷ジュニア）

13
19 大田 （高岡ジュニア） 下山 （本庄シャトルスター） 小林 （大山バドスポ少）

34
11 飯泉 （ハルトノ） 山本 （法政クラブ） 小柳 （三郷ダックス）

10
12 小沼 （青梅ジュニア） 松岡 （松任ジュニア） 渡辺 （春日部白翔）

24
13 佐々木（柏崎ジュニア） 小堀 （行田バドミントン） 廣瀬 （みはら）

11
14

安保 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

益子 （恋南） 横沢 （蓮田サウス）

30
6

井上 （みのりスポ少）

今越 （押野ジュニア） 佐藤 （宝木塚ジュニア）

8
7 田山 （神明ジュニア） 村本 （三郷ダックス） 小笠原（ふじかげ）

238 岡野 （恋南） 安間 （勝沼ジュニア） 石原 （川内ジュニア）

9
10

櫻井 （ＵＤＣ）

鈴木 （リトルスマッシュ） 井家 （美川湊ジュニア）

2

22

4 田代 （汲沢ＢＣ） 安彦 （奥羽ＪＢＣ）

田中 （Ｔｅａｍ Ｉｓｈｉｂａ Ｊａｐａｎ）

7
5 後藤 （塩竈ジュニア） 土屋（住吉ジュニア） 稲川 （豊栄ジュニア）

9 斉藤 （五泉バンビーノ） 遠藤 （調布ジュニア） 大西 （市川ジュニア）

17 柳原 （松戸六実） 渡辺 （串川育成会） 関口 （久喜ＡＢＣ）

高畠 （八王子キッズバドラー）

4
22

6
2 船渡川（小山ＪＢＣ） 阿部 （アドバンス）

清原 （三郷ダックス）

1
3 清水 （明野ちびバド） 高橋 （流山ジュニア） 太田 （羽っ子熊谷）

1 崎野 （田仁BC） 中山 （有馬こども会） 平尾 （久喜ＡＢＣ） 赤石 （ＭＣジュニア）

小島 （串川育成会） 清野 （蓮田サウス） 服部拓（サザンウイングス）

林 （サウザンドウッズ）

中野 （鳩ヶ谷ウイングス）

水村 （志木ジュニア）



５年男子

29
30 柳川 （たなしＭＡＸ） 山口 （恋南） 林 （Ｔｅａｍ Ｐｏｗｅｒ Ｈｉｔｔｅｒｓ Ｍａｘ）

16
31 佐藤 （湯口ジュニア） 須藤 （ＭＣジュニア） 飯田 （チャレンジャー）

25
32 大八木（高洲ホープス） 草井 （仙台大和） 吉田 （調布ジュニア）

17
33 伊藤 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 伊藤 （船橋ジュニア） 山下 （小平ジュニア）

31
26 百瀬 （大井沢） 鍜冶 （美川湊ジュニア） 清水 （志木ジュニア）

14
27 熊木 （チャレンジャー） 倉ヶ﨑（小平ジュニア） 丹羽 （鎌ケ谷ジュニア）

24
28 寺内 （スリーセブンＪｒ） 喜多 （神明ジュニア） 烏川 （東少年）

15
29 小野 （強戸ＪＢＣ） 銘苅 （ＮＰ神奈川） 三田 （行田バドミントン）

28
22 角田 （常盤ジュニア） 平尾 （市川ジュニア） 小見山（たなしＭＡＸ）

12
23 渡邊 （はちみつＪｒ） 指宿太（Ｔｅａｍ Ｉｓｈｉｂａ Ｊａｐａｎ） 橋爪 （仰木の里）

23
24 津田 （チャレンジャー） 三井田（流山ジュニア） 川端 （神明ジュニア）

13
25 寺内 （小山ＪＢＣ） 高松 （昭和ジュニア） 野口 （有馬こども会）

32
18 中村 （仙台大和） 中村 （成沢バドミントン） 安部 （じゃパンダｊｒ．）

10
19 寺西 （Ｔ－Ｊｕｍｐ） 関根 （青梅ジュニア） 千代 （東少年）

22
20 栗野 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 武澤 （社西ジュニア） 堤 （小平ジュニア）

11
21 井上 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．） 西沢 （八王子キッズバドラー） 川上 （三郷ダックス）

27
14 江田 （大阪成蹊学園Ｊｒ） 久松 （ハルトノ） 今田 （奥羽ＪＢＣ）

8
15 山岸 （燕スポ少） 大野 （久喜ＡＢＣ） 藤田 （松戸六実）

21
16 中村 （チャレンジャー） 馬場 （渋谷ジュニア） 今泉 （みはら）

9
17 佐藤 （マジッポズＪＢＣ） 菊地原（串川育成会） 指宿大（Ｔｅａｍ Ｉｓｈｉｂａ Ｊａｐａｎ）

30
10 中川 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 秋本 （高洲ホープス） 小池 （東少年）

6
11 野口 （たなしＭＡＸ） 原 （恋南） 中里 （神明ジュニア）

20
12 渡邊 （ｆｕｔａｇｏ．ｊｒ） 黒崎 （流山ジュニア） 梅山 （出羽バドミンタン）

7
13 佐藤 （仙台大和） 戸村 （小平ジュニア） 菅井 （はちみつＪｒ）

26
6 木村 （野田中根） 松本 （上尾ジュニア） 上曽 （いばらきジュニア）

4
7 村上 （チャレンジャー） 竹生 （有馬こども会） 成澤 （ふじかげ）

19
8 古株 （志木ジュニア） 石本 （美川湊ジュニア） 田中 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

5
9 荒井 （崎浦Ｗｉｎｇｓ） 金本 （青梅ジュニア） 熊谷 （仙台大和）

2
2 熊谷 （所沢ジュニア） 田本 （スターキッズ磯部） 村田 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

1
3 青木 （小平ジュニア） 野澤 （鎌ケ谷ジュニア） 沖本 （三条クラーク Ｊｒ．）

1 阿部 （釧路ジュニア） 大豆生田（ＭＣジュニア） 清水 （チャレンジャー）

18

4 田上 （松崎ジュニア） 小吹 （東少年） 大野 （Ｔｅａｍ Ｉｓｈｉｂａ Ｊａｐａｎ）

3
5 川崎 （じゃパンダｊｒ．） 樵 （前橋東） 馬場 （大清水）



４年男子

27

32

19

28
4

35 髙橋 （綾瀬ジュニア） 森 太（鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 小林 （柏崎ジュニア）
20

36 野村 （小平ジュニア） 島岡 （青葉ジュニア） 檜山 （宇都宮中央） 中里 （神明ジュニア）

33 鈴木 （恋南） 廣瀬 （みはら） 佐原 （チャレンジャー）

34 大出 （本庄シャトルスター）

24
2

12

35

13

3
25

31

大関 （東少年） 水沢 （小山ＪＢＣ）

17
29 石崎 （出羽バドミンタン） 福島 （たなしＭＡＸ） 江連 （プライド）

30

32 渡邉 （矢沢ジュニア） 下川 （青梅ジュニア） 天野 （勝沼ジュニア）

村田 （ガティジュニア）

小島 （じゃパンダｊｒ．）八木澤（宇都宮中央）

26 松岡 （ＮＰ神奈川） 古川 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 室津 （久松ジュニア）

柳 （城東バドミントン）

24 佐藤 （大山バドスポ少） 竹下 （高洲ホープス） 宗像 （久喜ＡＢＣ）
15

25

16
27 石井 （春日部白翔） 猪瀬 （小平ジュニア）

26

34

公文 （ＮＰ神奈川）

坂野 （勝沼ジュニア）

千葉 （蓮田サウス） 三浦 （青葉ジュニア） 遠藤 （足利Ｒ・Ｄ）

28 市村 （桜川Ｊｒ．BC）

弓削 （宝木塚ジュニア） 田部 （田仁バドクラブ）
18

31 稲川 （豊栄ジュニア） 太田 （羽っ子熊谷）

20 石塚 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊ）

鈴木 （たなしＭＡＸ）22 原 （前橋東） 山賀 （阿賀野ジュニア）

髙柳 （サザンウイングス）

14
23 美濃口（豊ジュニア） 江口 （大清水）

21 田村 （Ｔｅａｍ ＲＩＳＥ） 池上 （志木ジュニア）

篠田 （三郷ダックス）

18 水谷 （小平ジュニア） 栗山 （ＮＰ神奈川） 徳原 （出羽バドミンタン）

19 猪股 （浪岡ジュニア） 小峯 （ハルトノ） 坂脇 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

17 小林 （大井沢）

本橋 （サザンウイングス） 沖田 （ＡＣＴ） 石井 （上尾ジュニア）
10

13

11
15 藤木 （仰木の里）

三木 （ハルトノ） 滝村 （鳩ヶ谷ウイングス） 中島 （沼田バドスポ少）

33
10 髙坂 （浪岡ジュニア） 平野 （宝木塚ジュニア）

荻原 （今市ジュニア）

9
11 小倉 （所沢ジュニア） 笹川 （青梅ジュニア）

9 後藤 （岩槻ジュニア） 毛利 （田仁バドクラブ）

佐藤 （豊栄ジュニア）

30
14 五味川（大徳ジュニア） 山縣 （ＰＩＸＹ葛西） 新垣 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

鶴岡 （伊東ワールド）
23

12

29
6 仲里 （キクムラジュニア） 渡辺 （鎌ケ谷ジュニア） 大澤 （本庄シャトルスター）

7
7 伊東 （久喜ＡＢＣ） 武田 （恋南） 林 （法政クラブ）

22
8 冨田 （スリーセブンＪｒ） 坂本 （勝沼ジュニア） 鈴木 （野々市ジュニア）

8
岡村 （綾瀬ジュニア）

21

4 遠藤 （ガティジュニア） 杉戸 （神明ジュニア） 深尾 （宝木塚ジュニア）

6
5 佐瀬 （前橋東） 羽賀 （豊浦スペリ） 烏川 （東少年）

彦田 （富士見ジュニア）

5
2 大澤 （チャレンジャー） 萩原 （桜川Ｊｒ．BC） 梁川 （ＮＰ神奈川）

1
3

末永 （ＢＰＣ仙台）

植松 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 田代 （汲沢ＢＣ）

1 松川 （青葉ジュニア） 塩谷 （たなしＭＡＸ） 清水 （羽っ子熊谷） 堀 （みはら）

岡部 （綾瀬ジュニア）

山崎 （五泉バンビーノ）

16

草塩 （勝沼ジュニア）

木村 （志木ジュニア）

平吹 （Ｔｅａｍ Ｉｓｈｉｂ）中静 （宇都宮中央）



２年男子

齋藤 （恋南）

12
12 寺西 （Ｔ－Ｊｕｍｐ） 新村 （市川ジュニア） 萩原 （鳩ヶ谷ウイングス）

6
13 木山 （Ｔｅａｍ Ｉｓｈｉｂａ Ｊａｐａｎ） 中村 （成沢バドミントン） 佐々木（柏崎ジュニア）

10
14 椎名 （三郷ダックス） 白坂 （小平ジュニア）

11 下川 （青梅ジュニア） 坂脇憲（鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

13

5

9

4
服部 （出羽バドミンタン） 鈴木 （ＢＰＣ仙台）

大木 （ＮＰ神奈川） 藤城 （たなしＭＡＸ）

小林 （桜川Ｊｒ．BC）

10

6 味岡 （ＢＰＣ仙台） 栄永 （明野ちびバド） 大塚 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

小林 （立川スポ少） 和川 （小平ジュニア） 伊藤 （久喜ＡＢＣ）

8 髙坂 （浪岡ジュニア）

7 城戸 （小平ジュニア） 山田 （上之島ジュニア） 松澤 （豊栄ジュニア）

鈴木 （流山ジュニア）9

11
4 山岡 （蓮田サウス） 横田 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 平吹 （Ｔｅａｍ Ｉｓｈｉｂａ Ｊａｐａｎ）

2
5 大滝 （恋南） 野口 （町田ジュニアＢＣ） 外村 （所沢ジュニア）

8

3

7
坂脇聡（鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

寺島 （仙台大和）
1

3 山名 （仰木の里） 戸村 （小平ジュニア） 坂本 （鎌ケ谷ジュニア）

2 持丸 （神明ジュニア） 鈴木 （桜川Ｊｒ．BC）

1 石原 （岐阜市） 井上 （流山ジュニア）



６年女子

八幡 （小山ＪＢＣ） 井田 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

38
14

45 渡辺 （松戸六実ジュニア） 坂原 （鳩ヶ谷ウイングス） 島岡 （青葉ジュニア）
30

46 遠藤 （上山ｊｒ）

遠藤 （市原ジュニア）

廣田 （三郷ダックス）

44 山賀 （阿賀野ジュニア）

岡本 （川間ジュニア）

扇谷 （ビッキーズ）

伊藤 （久喜ＡＢＣ） 28

42
42 川和 （ガティジュニア） 鈴木 （鎌ケ谷ジュニア） 浦田 （七戸Ｊ．Ｂ．Ｃ）

29
43 新庄 （ＳＣ富山） 西田 （ハルトノ）

41

四方 （じゃパンダｊｒ．）

41
蒔苗 （弘前ライクショットＢ．Ｃ．） 志賀 （志木ジュニア）

小笠原（志木ジュニア）

吉田 （美川湊ジュニア） 井村 （サザンウイングス）

37
39 鈴木 （宝木塚ジュニア） 塩嶋 （つばさＪＢＣ） 沼田 （明野ちびバド）

13
40 檜山 （宇都宮中央） 松岡 （ＮＰ神奈川）

11

24

35

9
28 大坪 （松任ジュニア） 小野寺（フライングシャトラーズ）

44
36 山口 （大徳ジュニア） 近藤 （前橋東）

27
37 須﨑 （東少年バドミントン） 金田 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ）

皆川 （小平ジュニア）

高瀬 （柏南部ジュニア）

26
34 朝倉 （強戸ＪＢＣ）

藤本 （じゃパンダｊｒ．）

坂本 （たなしＭＡＸ）
12

38

山根 （チャレンジャー）

堤 （ＰＩＸＹ葛西） 品川 （柏崎ジュニア）

宮腰 （ハルトノ）

35 小島 （ＳＧＡ） 組山 （高洲ホープス）

妹尾 （三郷ダックス）

垣内 （所沢ジュニア）

須永 （行田バドミントン）

27 周藤 （昭和ジュニア）

山口 （春日部白翔）

30

大鐘 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

尾崎 （高岡ジュニア）

36
33 富山 （勝原ジュニア） 鈴木 （大曲バドスピリッツ）

久下 （大井沢バドミントン）

小坂 （調布ジュニア）
10

32 加藤 （阿賀野ジュニア）

白鳥 （春日部白翔）

45
24 木山 （Ｔｅａｍ Ｉｓｈｉｂａ Ｊａｐａｎ）

伊藤 （鎌ケ谷ジュニア） 篠田 （三郷ダックス）
23

25 大石 （中野島ＪＢＣ）

原田 （恋南）

8
26 竹内 （金沢ジュニア） 鹿沼 （前橋東）

22 大村 （大泉ＪＢＣ） 新村 （市川ジュニア）

室津 （久松ジュニア）
25

31

23 百瀬 （大井沢バドミントン） 大木 （志木ジュニア） 岡崎 （前橋東）

皆木 （チャレンジャー） 草間 （東少年バドミントン）

29 野村 （小平ジュニア） 平野 （小野Ｊｒ）

40
18 韮澤 （小野Ｊｒ） 岩崎 （流山ジュニア） 関根 （ＳＧＡ）

21
19 穂積 （明野ちびバド） 米倉 （チャレンジャー） 山川 （南部シャトル）

6
20 赤澤 （市原ジュニア） 大関 （豊ジュニア）

34
21 小野寺（調布ジュニア） 永井 （松任ジュニア） 清水 （羽っ子熊谷）

7

20
17

鶴田 （三郷ダックス）

佐藤 （弘前ライクショットＢ．Ｃ．） 福井 （Ｔｅａｍ Ｉｓｈｉｂａ Ｊａｐａｎ）

33
15 岡村 （鎌ケ谷ジュニア）

5
16 吉川 （美川湊ジュニア） 内田 （行田バドミントン）

榎本 （ビッキーズ）

齋藤 （ふじかげ）

今村 （町田ジュニアＢＣ） 小笠原（西尾ジュニア）

鎌田（阿賀野ジュニア）

池田 （蓮田サウス）

土屋 （宝木塚ジュニア）

22

43
12 田中 （小平ジュニア） 中澤 （昭和ジュニア） 佐原 （チャレンジャー）

19
13 照井 （フライングシャトラーズ） 森 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 黒山 （成沢バド）

4
14 作道 （小山ＪＢＣ）

18
11 中林 （Ｔ－Ｊｕｍｐ） 深尾 （宝木塚ジュニア） 中野 （松任ジュニア）

9 林 （市原ジュニア） 長沼 （上尾ジュニア） 信末 （小山ＪＢＣ）
3

10 橋詰 （ＮＰ神奈川） 相澤 （五泉バンビーノ） 平岡 （志木ジュニア）

39
6 伊藤 （元町北小学校） 太田 （Ｓｍｉｌｅ－ｊ） 中野 （蓮田サウス）

17
7 山口 （サザンウイングス） 鈴木 （久喜ＡＢＣ） 志村 （勝沼ジュニア）

2
8 山口 （前橋東） 中山 （仙台大和ジュニア）

32
藤原 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

31

4 箕浦 （ハルトノ） 椎名 （三郷ダックス） 安田 （城東バドミントン）

16
5 杉本 （仰木の里ジュニア） 宇賀田（直江津ＪＢＣ） 羽鳥 （ガティジュニア）

15
2 島谷 （柏崎ジュニア） 神崎 （Ｔｅａｍ ＲＩＳＥ） 和光 （小平ジュニア）

1
3 丹 （高洲ホープス） 柏瀬 （神明ジュニア） 北郷 （チャレンジャー）

1 石川（たなしMAX） 谷川 （東少年） 岩渕（ビッキーズ） 小野 （鶴岡ＪＢＣ）
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星野 （若草Ｊｒ．Ｂ．Ｃ．）

神山 （上尾ジュニア）

冨田 （志木ジュニア）

33
9

40 小沼 （東少年） 関野 （野の花クラブ－ハート）

25
41 山北 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 河端 （八王子キッズバドラー） 堀口 （ＯＫジュニア）

小山 （宇都宮中央）

23
36 曽雌 （プライド） 菅原 （調布ジュニア） 中村 （青葉ジュニア）

岡野 （東少年）

31 髙野 （小平ジュニア） 池田 （鎌ケ谷ジュニア） 阿部 （志木ジュニア）

39 佐藤 （南部シャトル） 高橋 （五泉バンビーノ）

35 吉岡 （Ｄ－ＡＲＭＹ） 竹内 （小平ジュニア） 野中 （ビッキーズ）

37
37 小原 （たなしＭＡＸ） 片所 （中野島ＪＢＣ） 高橋 （流山ジュニア）

24
38 樋江井（久松ジュニア） 服部 （金沢ジュニア）

中村 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 志田 （ハイタッチジュニア） 山下 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

39
32 奥山 （マジッポズＪＢＣ） 佐藤 （ＧＰＷジュニア） 橋本 （三郷ダックス）

22
33 佐々木（綾瀬ジュニア） 落合 （泉ジュニア） 藤澤 （昭和ジュニア）

8
34 細井 （チャレンジャー） 多崎 （大徳ジュニア） 髙松 （桜川Ｊｒ．BC）

32

21

38

14

4

28

15

35

16

29

40

36

20
27 吾妻 （チャレンジャー） 五十嵐（久松ジュニア） 山川 （ふじかげ）

17
21 橋村 （小平ジュニア） 塙 （桜川Ｊｒ．BC） 小野 （飯能シャトルＪｒ．Ｂ．Ｃ）

22

28 小松 （今市ジュニア） 鈴木 （桜川Ｊｒ．BC） 清瀬 （ＮＰ神奈川）

上村 （春日部白翔）

31
7

30 萩原 （鳩ヶ谷ウイングス）

25 中嶋 （市原ジュニア） 川田 （阿賀野ジュニア） 片野 （ハルトノ）

26

湯本 （志木ジュニア）

柴崎 （松戸六実ジュニア）

今村 （宝木塚ジュニア）23

赤堀 （サザンウイングス）

原 （前橋東） 末上 （串川育成会）

24 日野原（三郷ダックス） 永井 （はちみつＪｒ） 小林 （町田ジュニアＢＣ）

檀原 （大井沢バドミントン） 柴山 （柏南部ジュニア）

29

34

12

2

27
3

13

18

30

19

6

19 川上 （久松ジュニア） 林 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 鈴木 （小山ＪＢＣ）
5

20 佐々木（ＧＰＷジュニア） 染谷 （志木ジュニア） 藤田 （野田中根ジュニア）

18 井上 （流山ジュニア） 森 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ） 小林 （立川スポ少）

14 宮城 （三郷ダックス） 渡邉 （小野Ｊｒ） 佐久間（市川ジュニア）

16

加賀谷（蓮田サウス）

高田 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 國弘 （宝木塚ジュニア）

17 小林 （チャレンジャー） 髙井 （根岸ジュニア） 片桐 （白根エンゼルス）

12 畑末 （ＴＯＭＯジュニア） 藤沼 （今市ジュニア） 伊藤 （南部シャトル）

13

15 中山 （ＯＫジュニア） 栗山 （恋南） 溝上 （師勝ジュニア）

太田 （八王子キッズバドラー） 辻 （チャレンジャー） 森 （赤崎シャトルズ）

高田 （三郷ダックス） 久保田（南城小育成会）

10 鈴木 （鎌ケ谷ジュニア） 田村 （Ｔｅａｍ ＲＩＳＥ） 石井 （伊東ワールド）

11 名取 （調布ジュニア） 篠原 （市原ジュニア）

8 田中 （上尾ジュニア） 斉藤 （青梅ジュニア） 福岡 （ＡＣＴ）

山村 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

4

黒川 （春日部白翔）

黒沢 （ふじかげ） 高橋 （大曲バドスピリッツ）

5 碓井 （ＳＣ富山） 根岸 （練馬アドバンス）

26

11
尾関 （チャレンジャー）

6 伊藤 （青葉ジュニア） 竹澤 （川間ジュニア） 鈴木 （東少年)

7

9 櫻井 （志木ジュニア） 鴛海 （宝木塚ジュニア） 高橋 （米沢南部）

太田 （柏南部ジュニア）

10
2 松戸 （所沢ジュニア） 井本 （羽飛） 冨田 （大森ジュニア）

1
3 永松 （桜川Ｊｒ．BC） 南部 （美川湊ジュニア） 高田 （燕沢ジュニア）

1 遠藤 （足利Ｒ・Ｄ） 齊田 （綾瀬ジュニア） 澤柳 （じゃパンダｊｒ．）
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32
48 山北 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 宮下 （強戸ＪＢＣ） 齊藤 （鳩ヶ谷ウイングス）

46 白井 （宇都宮ＪＢ） 眞鍋 （流山ジュニア） 白坂 （小平ジュニア）
16

47 森阪 （足羽ジュニア） 山口 （渋谷ジュニア） 喜多 （神明ジュニア）

42 山口 （大徳ジュニア） 森 （サザンウイングス） 成田 （昭和ジュニアBC）
44

43 遠藤 （足利Ｒ・Ｄ） 草間 （東少年） 佐野 （たなしＭＡＸ）
31

44 長谷川（船橋ジュニア） 金沢 （チャレンジャー） 和気 （今市ジュニア）
15

45 佐野 （勝沼ジュニア） 千葉 （小山ＪＢＣ） 木村 （ハルトノ）
40

37

10

26

43

27

11

38

12

46

28

21

5

35

6

42

23

7

36

8

22

33

2

18

41

19

3

34

4

20

佐藤 （御幸スポ少） 佐藤 （アドバンス） 平野 （つばさＪＢＣ）

上野 （青葉ジュニア） 木村 （強戸ＪＢＣ） 山名 （仰木の里ジュニア）9

36 伊藤 （ハルトノ） 茶圓 （青葉ジュニア） 越野 （志木ジュニア）

32 堀口 （チャレンジャー） 白川 （大森ジュニア） 黒山 （成沢バド）

33 太田 （久松ジュニア）

29

13

39

14
30

38 青木 （桜川Ｊｒ．BC） 羽鳥 （ガティジュニア） 吉田 （上山jr.）

39 阿部 （志木ジュニア） 鈴木あ （鎌ケ谷ジュニア） 村松 （フライングシャトラーズ）

37 山本 （みかクラブ） 野村 （ＮＰ神奈川） 榎本 （蓮田サウス）

40 佐々木（塩竈ジュニア） 高田 沙（三郷ダックス） 岡村 （鎌ケ谷南部Jr.）

41

山岸 （坂井輪ジュニア） 細井 （川間ジュニア）

34 荻原 （強戸ＪＢＣ） 上山 （帯広ジュニア） 中野 （松任ジュニア）

35 藤田 （高岡ジュニア） 石川 （たなしＭＡＸ） 髙橋 （足利ＪＢＣ）

28 久下 （大井沢バドミントン） 上瀧 （仙台大和ジュニア） 高田 湖（三郷ダックス）

31 神尾 （小平ジュニア） 尾無 （豊ジュニア） 白石 （高洲ホープス）

30 垣内 （所沢ジュニア） 螺良 （城東バドミントン） 山崎 （鎌ケ谷ジュニア）

29 山口 （前橋東） 平出愛 （御幸スポ少） 金沢 （宝木塚ジュニア）

鴨田 （久喜ＡＢＣ）
25

26 田中美 （羽飛） 平 （桜川Ｊｒ．BC） 佐伯 （練馬アドバンス）
9

27 對馬 （弘前キッズ） 木村 （野田中根） 大塚 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

24 中野 （鎌ケ谷ジュニア） 坂本 愛（ハルトノ） 大瀧 （チャレンジャー）
24

47

19 高津 （春日部白翔） 阿部 （三条クラーク Ｊｒ．） 保坂 （久松ジュニア）

22 鈴木 （豊ジュニア） 小山 （宇都宮中央） 篠原 （志木ジュニア）

23 櫻井 （昭和ジュニアBC） 後藤 （浪岡ジュニア） 清田 （富士見ジュニア）

25 横内 （甲府ジュニア） 佐藤 （鎌ケ谷南部Jr.）

20 明石 （鎌ケ谷南部Jr.） 大鐘 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 長谷川（ホワパン）

21 齋藤 （城東バドミントン） 御後 （野の花クラブ－ハート） 松本 （強戸ＪＢＣ）

15 永井 （ＮＪクラブ） 清原 （三郷ダックス） 鈴木 （プライド）

16 高橋 （鳩ヶ谷ウイングス） 古川 （常盤ジュニア）

小野里（前橋東） 後藤 （塩竈ジュニア） 今井 （小平ジュニア）

平出悠 （御幸スポ少）

17 吉田 （市原ジュニア） 若林 （小山ＪＢＣ） 伊藤 （Ｔ－Ｊｕｍｐ）

18

井田 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

14 丹 （高洲ホープス） 原 （串川育成会） 野澤 （宇都宮ＪＢ）

12 平田 （桜川Ｊｒ．BC） 田中珠 （羽飛） 知念 （三郷ダックス）

13 玉木 （たなしＭＡＸ） 和田 （大徳ジュニア）

11 江頭 （ＮＰ神奈川） 比氣 （恋南） 山川 （ふじかげ）

45

赤星 （アドバンス）

6 久保田（志木ジュニア） 早野 （宇都宮ＪＢ） 吉田 （高岡ジュニア）

8 菅野 （東少年） 柏瀬 （神明ジュニア） 松浦 （みかクラブ）

森 （ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ．Ｂ．Ｃ） 福島 （前橋東）

10 吉田 （キクムラジュニア） 入澤 （小平ジュニア） 鈴木結 （鎌ケ谷ジュニア）

1 砂川 （流山ジュニア） 増渕 （御幸スポ少）

久保（横浜ジュニア）

石坂 （綾瀬ジュニア）

4 本村 （大徳ジュニア） 山内 （大曲バドスピリッツ） 石井 （たなしＭＡＸ）

5 片岡 （深川好羽．ＢＣ） 坂本 陽（ハルトノ）

伊藤 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 飯島 （大井沢バドミントン） 飯島 （勝沼ジュニア）7

17
2 比留間（サザンウイングス） 篠塚 （松戸六実ジュニア） 藤田 （ガティジュニア）

1
3 武田 （三郷ダックス）
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17 加茂 （勝沼ジュニア） 須藤 （ＭＣジュニア） 大瀧 （チャレンジャー） 15
3

18 池田 （鎌ケ谷ジュニア） 杉本 （大泉ＪＢＣ） 湯本 （志木ジュニア）
11

19 髙松 （桜川Ｊｒ．BC） 坂崎 （蓮田サウス） 藤田 （ガティジュニア）

9

10

10
16 鈴木 （弘前ライクショットＢ．Ｃ．） 長谷川（鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 浦上 （野々市ジュニア）

15 沼田 （南郷キューピット） 佐藤 （アドバンス） 鈴木 （東少年）

12 小野 （三郷ダックス） 磯 （桜川Ｊｒ．BC） 畠山 （ハイタッチジュニア）

13 榎本 （蓮田サウス） 石倉 （東少年） 樋口 （片平ブレイヴ）
9

14

4

1

橋村 （小平ジュニア） 畑中 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 山川 （鳩ヶ谷ウイングス）

笹川 （青梅ジュニア） 吉川 （美川湊ジュニア）

細井 （川間ジュニア）

山辺 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 知念 （三郷ダックス）

河村 （志木ジュニア）

8 眞鍋 （流山ジュニア） 本村 （大徳ジュニア）

6

11

沼田 （所沢ジュニア） 山崎 （鎌ケ谷ジュニア）

7 高橋 （米沢南部） 江藤 （出羽バドミンタン）

4

17

18

2

12

5

13

7

伴野 （ＮＯＣＫＳ）

田口 （ＮＰ神奈川）
8

山岸 （燕スポ少）

山下 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

16

14

平田 （桜川Ｊｒ．BC）
6

大関 （東少年）

久下 （大井沢） 加賀谷（蓮田サウス） 遠藤 （市原ジュニア）

5 小野寺（フライングシャトラーズ） 白鳥 （春日部白翔） 皆川 （小平ジュニア）

2 草間 （東少年）

櫻井 （志木ジュニア）

金澤 （青梅ジュニア）

1 山北 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 今村 （宝木塚ジュニア） 越智 （勝沼ジュニア）

3 浅野 （宇都宮中央）

柴山 （柏南部ジュニア）

沼 （ＯＫジュニア）

鈴木 （プライド）


