６年男子
1 石井 （春日部白翔） 土橋 （ＪＢＣふちゅう） 山口 （ＮＳＢＣ）
2 笹目 （三郷ダックス） 岩田 （西豊田）

西山 （汲沢バド）

3 宮内 （久喜ＡＢＣ）

清水 （藪塚ジュニア）

齋藤 （シャトラーズ深川）
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4 松井 （かないがくえん） 小山 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 菊池 （奥羽ＪＢＣ）
5 小峯 （ハルトノ）

磯部 （上尾ジュニア） 吉岡 （宝木塚ジュニア）

6

小谷 （ホワイトバーズ）

小坂部（シャトラーズ深川）

13
36

水沢 （小山ＪＢＣ）

7 佐々木（ＢＰＣ仙台） 大上 （庄和シャトルズ） 佐藤 （小平ジュニア）
8 劉 （チャレンジャー）

小柳 （サザンウィングス）

9 田村 （西湘ＢＣ）

加納 （流山ジュニア） 小柳 隼 （ＳＣ富山）

14
2

高野 （三条クラークＪｒ．）

10 平野 （ナスポ）

千葉（法政クラブ）

田代 （野田中根）

11 深尾 （宝木塚ジュニア）

田中 光 （所沢ジュニア）

三浦 （ガティ）

13 野口 （青梅ジュニア） 坂脇 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 富所 （吉田ジュニア）
14 小野寺（常盤ジュニア） 土屋 （ビッキーズ） 矢嶋 （ＭＣジュニア）
15 高野 （西豊田）

黒川 （練馬アドバンス）

小原 （東少年）

16 木村 （志木ジュニア）

齊木 （シャトラーズ深川）

遠藤 （長井ＪＳＣ）

17 太田 （嵐山ＢＣ）

佐藤 （宝木塚ジュニア）

卯辰 （金沢ｊｒ）

15
40
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4
30
17
37
18

18 田村 （石巻クラブ） 井上 （ＪＢＣふちゅう） 奥脇 （鰍沢ＳＡ）
19 山本 （久目ＢＣ）

小宮 （町田ジュニア） 佐藤 （坂下バンビィ）

20 松下 （汲沢バド）

蓮沼 （チャレンジャー） 皿谷 （市川ジュニア）

21 萩原 （桜川Ｊｒ．）

杉戸 （神明ジュニア） 金田 （阿賀野ジュニア）

19

23 檜山 （宇都宮中央Ｊｒ） 鈴木 （松戸六実）

荒瀬 （奥羽ＪＢＣ）

24 新垣 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 原（前橋東）

石野 （流山ジュニア）

25 鈴木 （桜川Ｊｒ．）

鈴木 （野々市Ｊｒ）

42

加藤 （鴻巣リトル）

20
6

27 弓削 （宝木塚ジュニア） 森内 （上市バド）

山嵜 （ＮＳＢＣ）

28 小島 （蓮田サウス）

高田 （シャトラーズ深川）

吉次 （多久スポーツピア）

29 宗像 （久喜ＡＢＣ）

田辺 （汲沢バド）

廣木 （三郷ダックス）

38
22
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30 関口 （小平ジュニア） 水口 （ＪＢＣふちゅう） 高橋 （西豊田）
吉田 （ふらっとジュニア） 今野 （久喜ジュニア）

小川 （角田ジュニア）

23

八鍬 （鮭川バド）

烏川 （東少年）

39 三木 （ハルトノ）

佐藤 （豊栄ジュニア） 八木澤（ビッキーズ）

40 田中 （新湊ジュニア） 加藤 （長井ＪＳＣ）

34
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25

阿久津（ＺＥＲＯ．ｊｒ）

39
26

本橋 （サザンウィングス）

41 中村 （志木ジュニア） 武内 （スリーセブンＪｒ） 立石 （ＢＰＣ仙台）

43 古川 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

9

平野 （宝木塚ジュニア）

38 村木 （ＳＪＢＣ）

田中 舜 （所沢ジュニア）

24

猪瀬 （小平ジュニア） 永沢 （三郷ダックス）

37 石沢 （ふじかげバド） 藤井 （チャレンジャー） 丸山 （小山ＪＢＣ）

42

41

市村 （桜川Ｊｒ．）

34 石塚 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 小柳 純 （ＳＣ富山） 谷川 （ＮＳＢＣ）

36 遠藤 （ガティ）

33

8

32 芳賀 （石巻クラブ） 鈴木 （大森ジュニア） 佐藤 （宮浦）
33 草ノ瀬（グッドウエーブ） 新井 （大泉ＪＢＣ）

32
21

26 石井 （ホワイトバーズ） 荒牧 （藪塚ジュニア） 佐藤 （明石台ジュニア）

羽賀 （豊浦スペリオールズ）

31
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22 後藤 （岩槻ジュニア） 市村 （あけチャレ） 徳田 （松任ジュニア）

35

29

3

12 八木澤（ＺＥＲＯ．ｊｒ） 網谷 （船橋ジュニア） 門井 （ホワイトバーズ）

31

28

35
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谷戸 （鷹番ジュニア） 島岡 （青葉ジュニア）

27
田村 （シャトラーズ深川）

久保田（ＭＣジュニア）

５年男子
1 山城 （佐渡ジュニア） 林 （市川ジュニア）

楊 （三郷ダックス）
2 小澤 （所沢ジュニア） 仲田 （白河ひがし） 孫田 （長井ＪＳＣ）
3 兒玉 （ＮＳＢＣ）

松本 （宝木塚ジュニア）

和田 （チャレンジャー）

5
1

4 臼井 （ＦＵＴＡＧＯ．ｊｒ） 山岡 （蓮田サウス） 中村 （田原ＳＢＣ）
5 城戸 （小平ジュニア） 斉藤 （恋南）

阿部 （明石台ジュニア）

6

平吹 （青梅ジュニア）

石若 （三条クラークＪｒ．）

7 服部 （出羽タン）

宮 （角田ジュニア）

6
29
7

松澤 （豊栄ジュニア） 西山 （大徳ジュニア）

22

8 佐々木（柏崎ジュニア） 井上 （八王子キッズ） 山下 （富士中央バド）
9 増田 （ＳＪＢＣ）

田中 （大井沢）

11 穂積 （あけチャレ）

今野 （鎌ケ谷ジュニア）

石原 （ギフウィナーズ）

12 阿佐美（ガティ）

長谷川（桜木ジュニア）

上田 （有馬シャトル）

13 笹島 （三郷ダックス）

野瀬山（白根エンゼルス）

鴨志田（宇都宮中央Ｊｒ）

14 味岡 （ＢＰＣ仙台）

石丸 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

齋藤 （富士山ＢＣ）

15 合田 （たなしＭＡＸ） 樋口 （アブレイズ）

金子 （市川ジュニア）

16 樋田 （志木ジュニア） 水野 （ＪＢＣふちゅう） 松岡 （スリーセブンＪｒ）
17 大滝（恋南）

齋藤 （会津ジュニア） 杉山 （鰍沢ＳＡ）

18 中村 （桜川Ｊｒ．）

内田 （所沢ジュニア） 吉村 （鷹番ジュニア）

19 藤城 （青梅ジュニア） 荒木 （アブレイズ）

柴田 （アドバンス）

20 川名 （船橋ジュニア） 小川 （プライドＪｒ．）

福山 （サザンウィングス）

21 田口 （出羽タン）

8

東海林（ふじかげバド） 小川 （船橋ジュニア）

10 渡邉 （青梅ジュニア） 村本 （城東バド）

石塚 （流山ジュニア） 増山 （宇都宮ＪＢ）

33
9
23
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30
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酒井 （阿賀野ジュニア）

12
35
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3

31
15

河合 （鷹番ジュニア）

26

26 村山 （桜木ジュニア） 森山 （滑川ジュニア） 安藤 （三郷ダックス）
27 鈴木 （桜川Ｊｒ．）

宮入 （八王子キッズ） 新井 （昭和ジュニア）

28 齊藤 （仙台大和）

柴崎 （恋南）

冨田 （出羽タン）

29 斉藤 （致道バド）

林 （ＴＰＨＭ）

富澤 （船橋ジュニア）

30 新村 （市川ジュニア） 澤野 （ＳＣ富山）

北村 （ハルトノ）

31 伊藤 （久喜ＡＢＣ）

戸村 （宝木塚ジュニア）

小野 （奥羽ＪＢＣ）

32 下川 （青梅ジュニア） 大津 （ＡＩＲＹＵ）

16
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32

志村 （ＦＵＴＡＧＯ．ｊｒ）

19

33 寺山 （市原ジュニア） 椎名 （三郷ダックス） 長岡 （大井沢）
34 鴛海 （青葉ジュニア） 宮下 （金沢崎浦）

浅野 （蓮田サウス）

35 白木 （ふじかげバド） 霜田 （大泉ＪＢＣ）

田口 （大森ジュニア）

36 栄永 （あけチャレ）

中澤 （志木ジュニア）

神山 （Ｆｅｅｌ）

25
14

大澤 （市川ジュニア）

24 外村 （所沢ジュニア） 市川 （柏崎ジュニア） 山口 （ＮＳＢＣ）
25 齋藤 （ふじかげバド） 岩村 （富士山ＢＣ）

24

2

22 後藤 （スリーセブンＪｒ） 中西 （志木ジュニア） 梅澤 （練馬アドバンス）
23 鈴木 （ＢＰＣ仙台）

21

28

4
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４年男子
1 寺島 （仙台大和）

小杉 （鎌ケ谷ジュニア）

内野 （ビッキーズ） 石内 （神明ジュニア）

2 藤原 （宇都宮ＪＢ）

間瀬 （町田ジュニア） 鈴木 （藤代ジュニア）

1

3 松本 （上尾ジュニア） 田島 （市原ジュニア）

三木 （シャトラーズ深川）

4 有江 （久喜ＡＢＣ）

松井 （各務原Ｊｒ）

田中 （宝木塚ジュニア）

5 猪瀬 （西豊田）

吉田 （ふらっとジュニア） 塩谷 （小平ジュニア）

6 横田 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 美濃口（ハルトノ）
7 冨原 （Ｇｌａｎｚ０７）
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柴田 （アドバンス）

殿川 （鷹番ジュニア） 金田 （奥羽ＪＢＣ）

8 吉河 （三郷ダックス） 坂本 （市川ジュニア） 川崎 （吉田ジュニア）
9 森田（蓮田サウス） 井上（流山ジュニア） 加藤 （長井ＪＳＣ）
10 臼田 （オール佐久） 成田 （プライドＪｒ．） 福井 （志木ジュニア）
11 松原 （松任ジュニア） 村本 （城東バド）

佐藤 （ＮＯＣＫＳ）

12 山口 （前橋東）

関野 （野の花☆）

石田 （三郷ダックス）

13 梅津 （米沢南部）

湯川 （鎌ケ谷ジュニア）

五十嵐（ＴＥＡＭジュニア）

14 宮下 （野田中根）

大宮 冬 （相馬ジュニア）

坂本 大（ハルトノ）

3
2

16 渡辺 （ひなときクラブ） 岡野 （恋南）

岡本 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

17

沼端 （市川ジュニア）

岡崎 （ＡＣＴジュニア）

18 小金井（ＦＵＴＡＧＯ．ｊｒ） 川崎 （東少年）
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39
15
4
29

17
宮原 （志木ジュニア）

20 石沢 （ふじかげバド） 土屋 （八王子キッズ） 升 （法政クラブ）
萩原 （鳩ヶ谷ウイングス）

16
36

19 白坂 （小平ジュニア） 木下（高岡ジュニア） 永野 （ＮＳＢＣ）

21

18

塩谷 （たなしＭＡＸ） 木幡 （流山ジュニア）

岩佐 （勝沼ジュニア） 山本 （三郷ダックス）

24 橘 （栃尾ジュニア） 中澤 （塩竈ＪＢＣ）

百塚 （オール佐久）

41
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25 山下 （富士中央バド） 美濃 （市川ジュニア） 沖田 （ＡＣＴジュニア）
26 高橋 （聚富ジュニア） 高田 （ガティ）

20
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28 髙橋 （ＦＵＴＡＧＯ．ｊｒ） 王 奕（三郷ダックス） 佐々木（ＢＰＣ仙台）
29 坂脇 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 清水 （あけチャレ） 山川 （ふじかげバド）
30 玉木 （たなしＭＡＸ） 木嶋 （鎌ケ谷ジュニア）

大宮 蒼 （相馬ジュニア）

31 鈴木 （流山ジュニア） 糸田 （十王バド）

中澤 （志木ジュニア）

32 重田 （市原ジュニア） 鈴木 （宇都宮ＪＢ）

石井 （ホワイトバーズ）

40

野尻 （鮭川バド）

35 山下 （上尾ジュニア） 内田 （たなしＭＡＸ） 樋口 （アブレイズ）
36 舛田 （浪岡ジュニア） 髙橋 （ビッキーズ）

石若 （三条クラークＪｒ．）

37

鈴木 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）
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高橋 （鳩ヶ谷ウイングス）

新出 （能登町ジュニア）

24
38

41 大塚（川越ジュニア） 高草木（昭和ジュニア） 谷戸 （鷹番ジュニア）
山田 （庄和シャトルズ）

25

高橋 （大井沢）

40 岩佐 （八王子キッズ） 秋山 （志木ジュニア） 鴛海 （青葉ジュニア）

42 藤森 （ハルトノ）

33

9

38 石原 （川内ジュニア） 西村 （松任ジュニア） 会田 （三郷ダックス）
39

32

7
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33 津久井（神明ジュニア） 堀口（チャレンジャー） 中野 （米沢南部）

芦田 （ふらっとジュニア） 金子 （片平ブレイヴ）

31

中川 （町田ジュニア）

27 奥 （高岡ジュニア） 高久 （ＢｕｎＢｕｎ ＳＰ） 平野 （前橋東）

34 堤 （小平ジュニア） 飯田 （西豊田）

30

5

22 坂口 （渋谷ジュニア） 倉田 （上里ジュニア） 齋藤 （西豊田）
23 萩原 （恋南）

28

3

15 赤坂 （角田ジュニア） 工藤 （川間ジュニア） 笠井 （勝沼ジュニア）

伊東 （ミンピーベーサー）

27

三石 （オール佐久） 張 （プライドＪｒ．）

34
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２年男子
1 篠原 （志木ジュニア） 成田 （プライドＪｒ．） 佐野 （青梅ジュニア）
2 稲光 （あけチャレ）

田中 （新湊ジュニア） 小山 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

3 古澤 （西豊田）

関口 （小平ジュニア） 芦田 （ふらっとジュニア）

4 本村 （大徳ジュニア）

池松 （いばらきジュニア）

5 冨原 （Ｇｌａｎｚ０７）

串間 （ＵＮＡＩＤ宮崎） 赤堀 （スリーセブンＪｒ）

孫 晨（三郷ダックス）

6 宮崎 （桜木ジュニア） 伊井 （市原ジュニア） 野田 （ＯＫＢ）
7 田沢 （所沢ジュニア） 増山 （宇都宮ＪＢ）

中島 （青葉ジュニア）

8 大束 （青葉ジュニア）

長谷川（いばらきジュニア）

権田 （大泉ＪＢＣ）

9

藤田 （ガティ）

加藤 （所沢ジュニア）

宮本 （サザンウィングス）

10 野村 （栃尾ジュニア） 榎本（蓮田サウス） 遠坂 （藪塚ジュニア）
11

城倉 （ミンピーベーサー）

山口 （渋谷ジュニア） 峰 （松戸六実）

12 茜ケ久（ＦＵＴＡＧＯ．ｊｒ） 中西 （志木ジュニア） 青戸 （千代田ジュニア）
13 渡邉 （富士山ＢＣ） 指首 （プライドＪｒ．） 山本 （ＢｕｎＢｕｎ ＳＰ）
14 村本 （ひなときクラブ） 武田 （勝沼ジュニア） 伴野 （ＮＯＣＫＳ）
15 竹本 （スリーセブンＪｒ） 魚谷 （三郷ダックス） 鈴木 （ＢＰＣ仙台）

8
1
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7

６年女子
1 神尾 （小平ジュニア） 浦田 （ビッキーズ）

篠山 （ＮＳＢＣ）

2

螺良 （城東バド）

大野 （鳩ヶ谷ウイングス）

3 山田 （ＳＧＡ）

原（米沢南部）

小澤 （ＭＣジュニア） 相良 （市原ジュニア）

4 戸部 （流山ジュニア） 星野 （所沢ジュニア） 板橋 （SJCバドミントン）
5 米沢 （塩竈ＪＢＣ）

武井 （藪塚ジュニア） 古郡 （Ｆｅｅｌ）

6 鈴木 （プライドＪｒ．） 権田 （大泉ＪＢＣ）

酒井 （スピリット）

7 八嶋 （久喜ＡＢＣ）

馬場 （いわきジュニア）

新出 （能登町ジュニア）

8 阿部 （たなしＭＡＸ） 中山 （ビッキーズ）

高木 （汲沢バド）

9 金田 （奥羽ＪＢＣ） 佐野 （勝沼ジュニア） 比氣 （恋南）
10 谷門 （鹿児島飛翔） 山﨑 （鎌ケ谷ジュニア） 髙橋 （鴻巣リトル）
11 御後 （野の花☆）

上西 （ＴＰＨＭ）

12 草間 （東少年）

柚木 （市川ジュニア） 坂井 （柏崎ジュニア）

13

長岡 （長井ＪＳＣ）

竿田 （三条クラークＪｒ．）

14 佐野 （青梅ジュニア） 森（久喜ジュニア）

永井 （ＮＪクラブ）
伊藤 （伊勢崎ジュニア）

前田 （田仁バド）

15 小山 （宇都宮中央Ｊｒ） 真下 （ホワイトスター） 輿石 （青葉ジュニア）
16 生井 （西豊田）

高橋 （スピリット）

小金井（ＦＵＴＡＧＯ．ｊｒ）

17 鈴木 （ビッキーズ）

秋葉 （サザンウィングス）

黒田 （ＮＳＢＣ）

18 鈴木 （鎌ケ谷ジュニア）

齊藤 （鳩ヶ谷ウイングス）

青木 （いばらきジュニア）

19 工藤 （泉ジュニア）

鈴木 （ハルトノ）

湯沢 （イーストフレンド）

20 鈴木 （出羽タン）

大嶽 （小平ジュニア） 寺嶋 （長井ＪＳＣ）

21

長谷川（たなしＭＡＸ）

折井 （ウイニングショット）

22 福島 （前橋東）

塙（桜川Ｊｒ．）

高橋 （藤代ジュニア） 成田 （宝木塚ジュニア）

23 柳生 （鴻ノ池スポ少） 矢口 （志木ジュニア）

山野辺（Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

24 榎本 （蓮田サウス） 赤羽根（渋谷ジュニア） 平野 （つばさＪＢＣ）
25 小山 （高岡ジュニア） 木幡 （流山ジュニア）

石川 （大宮ウィナーズ）

26 山川 （ふじかげバド） 松本 （藪塚ジュニア） 大井 （ＴＥＡＭジュニア）
27 浦野 （チャレンジャー） 湯川 （鎌ヶ谷南部）
28 針生 （仙台大和）

吉野穂 （練馬アドバンス）

田貝 （所沢ジュニア） 千葉 （小山ＪＢＣ）

29 高田 湖（三郷ダックス） 丹澤 （勝沼ジュニア） 折居 （鷹番ジュニア）
30 徳富 （久喜ジュニア） 内野 （八王子キッズ） 荒井 （ＺＥＲＯ．ｊｒ）
31 白川 （大森ジュニア） 恩田 （大泉ＪＢＣ）

宮崎 （田仁バド）

32 山口 （大徳ジュニア） 大月 （所沢ジュニア）

五十嵐（伊勢崎ジュニア）

33 大橋 （アドバンス）

高橋 （ふじかげバド） 宮崎 （ＳＣ富山）

34 滝沢 （鷹番ジュニア） 藤本 （鎌ケ谷ジュニア）

三上 （弘前キッズ）

35 柵木 （渋谷ジュニア） 永沼 （久喜ジュニア） 五十嵐（柏崎ジュニア）
36 高田 沙（三郷ダックス） 新井 （練馬アドバンス） 中山 （片平ブレイヴ）
37 舛田 （浪岡ジュニア） 青山 （ハルトノ）

高藤 （桜木ジュニア）

38 遠坂 （藪塚ジュニア） 坂本 （勝沼ジュニア） 吉野 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）
39 石井 （たなしＭＡＸ） 浅野 （蓮田サウス） 川﨑 （ＮＳＢＣ）
40 米本 （藍住エンジェル） 中田 （所沢ジュニア） 岡田 （スピリット）
41 藤田 （ガティ）

村山 （鳩ヶ谷ウイングス）

42 梶川 （瓜破西ＳＳＣ） 齋藤 （米沢南部）

西（宝木塚ジュニア）
飯田 （青梅ジュニア）

43 草間 （西豊田）

江口 （イーストフレンド）

須永 （大泉ＪＢＣ）

44 後藤 （塩竈ＪＢＣ）

本間 （鴻巣リトル）

中野 （豊栄ジュニア）

45 上瀧 （仙台大和）

宮田 （流山ジュニア） 宮本 （菱ジュニア）

46 今井 （小平ジュニア） 内野 （ビッキーズ）

片岡 （有馬こども会）

47 吉田 （高岡ジュニア） 黒沢 （大宮ウィナーズ） 佐藤 （汲沢バド）
48 阿部 （志木ジュニア）

吉野陽 （練馬アドバンス）

篠原 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

49 飯島 （勝沼ジュニア） 菅原 （鎌ヶ谷南部） 髙野 （ＭＣジュニア）
50 藤井 （田仁バド）

小谷 （藤代ジュニア） 青木 （八王子キッズ）

51 田中 （トータスクラブ） 林（久喜ジュニア）

野尻 （鮭川バド）

52 小野里（前橋東）

佐藤 （白根エンゼルス）

武藤 （ＴＥＡＭジュニア）

53 村本 （ひなときクラブ） 佐藤 （鎌ケ谷ジュニア） 佐藤 （ホワイトスター）
54 浅野 （長井ＪＳＣ）

三浦 （神明ジュニア） 山﨑 （宝木塚ジュニア）

55 文元 （田原ＳＢＣ）

藤浪 （ビッキーズ）

冨田 （恋南）

56 永峯 （大宮ウィナーズ）

小野寺（旭工芸ジュニア）

氏家 （大泉ＪＢＣ）

57 竹中 （金沢ｊｒ）

石原 （伊勢崎ジュニア）

戸坂 （ＴＰＨＭ）

58 松本 （大和ジュニア） 松木 （ＳＧＡ）

大渕 （ＮＳＢＣ）

59 宍戸 （あけチャレ）

庄司 （三郷ダックス） 髙橋 （ＦＵＴＡＧＯ．ｊｒ）

60

内山 （東少年）

萩原 （サザンウィングス）

山賀 （宮浦）

61 石川 （所沢ジュニア） 佐藤 （小平ジュニア） 戸倉 （青葉ジュニア）
62 高塚 （チャレンジャー） 八鍬 （奥羽ＪＢＣ）
63 平田 （桜川Ｊｒ．）

千葉 （白沢ＢＣ）

北野 （流山ジュニア） 内田 （柏崎ジュニア）

岡村 （鎌ヶ谷南部）
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溝尾 （あすなろ）

三渕 （ＴＥＡＭジュニア）

藤沼 （ＺＥＲＯ．ｊｒ）

佐藤 （市原ジュニア）

柳原 （ＳＧＡ）

冨田 （柏崎ジュニア）

長山 （赤崎ジュニア）

木田 （たなしＭＡＸ） 本村 （大徳ジュニア） 小島 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）
岩澤 （三郷ダックス）

五十嵐（ＪＢＣふちゅう）

山本 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

草間 （東少年）

佐藤 （片平ブレイヴ） 橋谷 （久喜ジュニア）

雑賀 （鷹番ジュニア）

長谷 （羽飛）

鈴木 （じゃパンダ）

渡邊 （阿賀野ジュニア）

小野 （流山ジュニア）

矢島 （志木ジュニア）

鈴木 （桜川Ｊｒ．）

富永 （大森ジュニア）

増澤 （所沢ジュニア）

小野髙（小平ジュニア）

小林 （出羽タン）

江口 （鎌ケ谷ジュニア）

坂本 （藤代ジュニア）

渡辺 （青葉ジュニア）

千田 （アドバンス）

白鳥 （春日部白翔） 小川 （ＢＰＣ仙台）
小林 （アブレイズ） 櫻井 （ふじみ野）
海津 （蓮田サウス） 五十右（広幡バド）

本江 （高岡ジュニア）

石橋
永井
大平 （宇都宮中央Ｊｒ） 菅沼 （ＴＥＡＭジュニア） 中野
鏑木
木全 （岐南）
榎本 （ハルトノ）
小野 （日高ジュニア）

（松戸六実）
（大井沢）
（米沢南部）
（じゃパンダ）

関根 （春日部白翔） 佐藤 （弘前キッズ）
鈴木 （プライドＪｒ．） 井上 （志木ジュニア） 山本 （大泉ＪＢＣ）
坂本 （昭和ジュニア）

芦澤 （勝沼ジュニア）

小林 （ビッキーズ）

畑中 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

越井 （ＳＣ富山）

新村 （ＴＥＡＭジュニア）

折原 （鎌ケ谷ジュニア）

長谷部（角田ジュニア）

須藤 （ＭＣジュニア） 丸山 （じゃパンダ）

竹本 （スリーセブンＪｒ）

山北 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

三輪 （いばらきジュニア）

赤島 （小平ジュニア）

吉澤 （富士山ＢＣ）
須藤 （久喜ジュニア）

榎本 （蓮田サウス） 山中 （青梅ジュニア）
尾竹 （ＡＩＲＹＵ）
関（大森ジュニア）

今村 （宝木塚ジュニア）

小又 （七戸ジュニア） 荒木 （阿賀野ジュニア）

山口 （サザンウィングス）

植草 （三郷ダックス）

大関 （大井沢）
髙松 （桜川Ｊｒ．）
河村 （志木ジュニア） 高橋 （大井沢）
白石 （ＴＥＡＭジュニア）
渋谷 （ＳＣ富山）
森（いばらきジュニア） 今井 （出羽タン）
赤坂 （角田ジュニア） 瀬野 （プライドＪｒ．）
松岡 （トータスクラブ）
沼（ＯＫジュニア）
眞鍋 （流山ジュニア）
沼田 （所沢ジュニア）

石倉 （東少年）
梅山 （出羽タン）
野元 （松戸六実）
樋口 （富士山ＢＣ）
五味渕（城東バド）
遠藤 （市原ジュニア）

佐藤 （アドバンス）

伊東 （所沢ジュニア）

高橋 （三郷ダックス）

長谷川（鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

宮本 （サザンウィングス）

葛城 （片平ブレイヴ）

山辺 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

広瀬 （宝木塚ジュニア）

高橋 （蓮田サウス）

久下 （ハルトノ）
末永 （ＢＰＣ仙台）
島田 （じゃパンダ）
渡来 （松戸六実）
坂﨑 （蓮田サウス）
杉本 （大泉ＪＢＣ）

齋藤 （神明ジュニア）

青見 （ＪＢＣふちゅう）

小畑 （久喜ジュニア） 城倉 （ミンピーベーサー）
中島 （アメリカンベイブ）

神本 （汲沢バド）

鎌田 （阿賀野ジュニア）

町屋 （七戸ジュニア）

横山 （長井ＪＳＣ）
内山 （東少年）

樋口 （野の花☆）
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細谷 （所沢ジュニア）

宇佐美（大森ジュニア）

髙山 （ＴＥＡＭジュニア）

中村 （鷹番ジュニア）

池田 （大井沢）
沼田 （出羽タン）
竹島 （岐南）

山下 （ＯＫＢ）
髙橋 （米沢南部）

山中 （じゃパンダ）
阿部 （菱ジュニア）

加賀谷（蓮田サウス） 平井 （市原ジュニア）
山本 （所沢ジュニア）

東（ＪＢＣふちゅう）

大塚 （アブレイズ）
新井 （大泉ＪＢＣ）

加茂 （勝沼ジュニア）

黒澤 （流山ジュニア）

岡島 （アドバンス）

小野 （青葉ジュニア）

岩渕 （塩竈ＪＢＣ）

大関 （東少年）
齋藤 （前橋東）
長谷川（船橋ジュニア） 磯（桜川Ｊｒ．）

藤澤 （久喜ジュニア）

星野 （鎌ケ谷ジュニア）

石川 （三郷ダックス）

浅野 （宇都宮中央Ｊｒ）

飛山 （藤代ジュニア） 山下 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

高宮 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

31
8
45
9
32
10

金（チャレンジャー）
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山田 （庄和シャトルズ）

永藤 （プライドＪｒ．）
山川 （鳩ヶ谷ウイングス） 吉田 （旭工芸ジュニア） 上野 （立川バド）
和島 （あすなろ）
宮本 （金沢ｊｒ）
武蔵 （富士山ＢＣ）
池田 （柏崎ジュニア） 松﨑 （春日部白翔） 佐久間（松戸六実）

佐藤 （阿賀野ジュニア）
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根本 （鎌ケ谷ジュニア）

野田 （スリーセブンＪｒ）

橋村 （小平ジュニア）

43
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川田 （桜木ジュニア） 古賀 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

赤石 （神明ジュニア）
大瀧 （チャレンジャー）
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４年女子
1 皆川 （小平ジュニア） 秋山 （大森ジュニア） 中泉 （恋南）
2

田沢 め （所沢ジュニア）

有村 （町田ジュニア） 伊藤 （宮浦）

3 佐藤 （ＧＰＷジュニア） 今野 （ＢＰＣ仙台）

神原 （志木ジュニア）

4 上野 （立川バド）

恩田 （大泉ＪＢＣ）

竿田 （三条クラークＪｒ．）

5 安齋 （ＡＩＲＹＵ）

戸井田（鎌ケ谷ジュニア）

阿部 （ＳＧＡ）

6 田上 （鰍沢ＳＡ）

齋藤 （石巻クラブ） 浅葉 （久喜ジュニア）

7 山岸 （燕スポ少）

吉野 （練馬アドバンス）

小山 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

8 相磯 （瓜破西ＳＳＣ） 森崎 （有馬こども会） 高山 （伊勢崎ジュニア）
9 森田 （青梅ジュニア） 阿部 （プライドＪｒ．） 峰 （松戸六実）
10 佐々木（仙台大和） 小野 （流山ジュニア） 内村 （志木ジュニア）
11 篠原 （オール佐久） 青戸 （千代田ジュニア） 木下 （三郷ダックス）
12 秋田 （川島）

清水 （藪塚ジュニア） 高橋 （チャレンジャー）

13 廣瀬 （金沢ｊｒ）

田上 （恋南）

14

荻島 （所沢ジュニア） 木瀬 （西豊田）

中野渡（七戸ジュニア）

須藤 （ＭＣジュニア）

15 小川 （春日部白翔） 川崎 （東少年）

石川 （たなしＭＡＸ）

16 長岡 （長井ＪＳＣ）

鈴木 （Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

前田 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

17 平田 （桜川Ｊｒ．）

東（久喜ジュニア）

細谷 （シャトラーズ深川）

18 鎌田 （美翔団）

鈴木 （大泉ＪＢＣ）

天野 （川間ジュニア）

19 葛谷 （大井沢）

村山 （鳩ヶ谷ウイングス）

志賀 （宇都宮ＪＢ）

20 井上 （チャレンジャー） 高橋 （町田ジュニア） 宮本 （石巻クラブ）
21 青山 （ハルトノ）

越智 （勝沼ジュニア） 金澤 （渋谷ジュニア）

22 深澤 （蓮田サウス） 木下 （ＮＯＣＫＳ）

古河 （ガティ）

23 引地 （角田ジュニア） 橋本 （三郷ダックス） 瀧 桃（水戸少年）
24 伊井 （市原ジュニア） 遠藤 （大森ジュニア） 菅沼 （ＴＥＡＭジュニア）
25 佐藤 （宝木塚ジュニア） 池谷 （所沢ジュニア） 細木原（松戸六実）
26 城村 （ＵＮＡＩＤ宮崎） 佐藤 陽 （宮浦）

平本 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

27 山﨑 （鎌ケ谷ジュニア）

関田 （出羽タン）

平澤 （シャトラーズ深川）
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28 松戸 （志木ジュニア） 北堀 （青葉ジュニア） 下野 （プライドＪｒ．）
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29 中沢 （プライドＪｒ．） 光永 （町田ジュニア） 小川 （三郷ダックス）
30 小林 （佐用ＢＪＣ）

大塚 （アブレイズ）

31 鈴木 （ＢＰＣ仙台）

寺尾 （スリーセブンＪｒ） 中野 （伊勢崎ジュニア）

小山 （オール佐久）

32 原口 （鹿児島飛翔） 二上 （千代田ジュニア） 田島 （流山ジュニア）
33 若杉 （会津ジュニア） 萩原 （恋南）
34 伴野 （ＮＯＣＫＳ）

藤井 （渋谷ジュニア）

藤原 （所沢ジュニア） 藤田 （ガティ）

35 長谷川（広幡バド）

会田 （松戸六実）

丹澤 （勝沼ジュニア）

36

福山 （サザンウィングス）

神﨑 （志木ジュニア）

澤海 （鳩ヶ谷ウイングス）

37 廣瀬 （大徳ジュニア） 植松 （川越ジュニア） 松丸 （三郷ダックス）
38 荒瀬 （奥羽ＪＢＣ）

藤井 （鰍沢ＳＡ）

猪瀬 （小平ジュニア）

39

高木 （汲沢バド）

藤本 （鎌ケ谷ジュニア）

猪野 （ＡＩＲＹＵ）

橋爪 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

折井 （ウイニングショット）

40 奥田 （北栄ＪＢＣ）

41 関根 （春日部白翔） 渡邉 （青梅ジュニア） 瀧 七（水戸少年）
42 権田 （大泉ＪＢＣ）

松前 （チャレンジャー）

43 中村 （ハルトノ）

香田 （川間ジュニア） 山田 （蓮田サウス）

44

林（市川ジュニア）

板橋 （SJCバドミントン）

45 古澤 （西豊田）

前田 （大森ジュニア） 清水 （オール佐久）

46 秋田 愛 （川島）

田中 （三条クラークＪｒ．）

佐藤 （庄和シャトルズ）

47 菊地 （白河ひがし）

齋藤 （シャトラーズ深川）

手塚 （出羽タン）

48 佐藤 文 （宮浦）

稲葉 （つばさＪＢＣ） 安藤 （ＴＥＡＭジュニア）

49 津崎 （有馬こども会） 中村 （志木ジュニア） 大和 （恋南）
50 芳賀 （石巻クラブ） 古谷 （プライドＪｒ．）

田沢 夕 （所沢ジュニア）

51 佐藤 （渋谷ジュニア） 永井 （大井沢）

松本 （藪塚ジュニア）

52 馬飼野（富士山ＢＣ） 梅澤 （練馬アドバンス） 阿部 （鴻巣リトル）
53 沖本 （原ジュニア） 栗原 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 大嶽 （小平ジュニア）
54 前野 （東少年）

青木 （三郷ダックス） 木城 （鎌ケ谷ジュニア）

55 中村 （栃尾ジュニア） 姉崎 （久喜ジュニア） 直井 （今市ＪＢＣ）
56 渡邉 （あすなろ）

福島 （大泉ＪＢＣ）

34
13
45
14
35
15
51
16
36
17
46
18
36

稲付 （たなしＭＡＸ）

森永 （ビッキーズ）

伊藤 （伊勢崎ジュニア）

50
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54
37
19
47
20
38
21
52
22
39
23
48
24
40

２年女子
1 柏瀬 （神明ジュニア） 平居 （三郷ダックス） 市村 （東少年）
2 入澤 （小平ジュニア） 山中 （西豊田）

五十右（広幡バド）

3 坂本 （市川ジュニア） 髙橋 （鴻巣リトル）

小林 （宇都宮ＪＢ）

4 後藤 （スリーセブンＪｒ） 中村 （桜川Ｊｒ．）
5 田上 （恋南）

竹澤 （蓮田サウス） 渡邊 （金沢ｊｒ）

6 烏川 （東少年）

高山 （伊勢崎ジュニア）

7

荒木 （阿賀野ジュニア）

田島 （市原ジュニア） 篠原 （オール佐久）

8

水尻 （サザンウィングス）

楢原 （伊勢崎ジュニア）

9 武石 （東少年）

有村 （町田ジュニア）

澤登 （蓮田サウス）

林 （鎌ケ谷ジュニア） 岡村 （オール佐久）

10 吉岡 （久喜ＡＢＣ）

長谷川（船橋ジュニア）

加藤 （広幡スポ少）

11 冨田 （恋南）

青木 （ＮＯＣＫＳ）

坂本 （昭和ジュニア）

12 伊藤 （藤代ジュニア） 田中 （金沢ｊｒ）

安藤 （三郷ダックス）

13 中山 （ビッキーズ） 上田 （有馬シャトル） 貝谷 （北栄ＪＢＣ）
14 北村 （ハルトノ）

中村 （藪塚ジュニア） 田中 （白根エンゼルス）

15 栗原 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 新村 （市川ジュニア） 小野髙（小平ジュニア）

東（ＪＢＣふちゅう）
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7

