
 

第22回ダイハツ全国小学生ＡＢＣ大会 愛知予選会

令和３年５月１５日 常滑市体育館
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池田 純一朗 （はりーあっぷジュニア）1

内田 悠陽（ハシルトン）2

山下 将徳 （蒲郡ドロップス）3

高間 康生 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）4

川口 晄平 （長久手ジュニアバドミントン部）5

清水 彪梧 （羽っ子ＣＬＵＢ）6

飯田 柊希 （石ヶ瀬スポーツ少年団）7

安藝 大智 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ）8

横井 碧璃 （日進ジュニアＢ．Ｃ）9

若 山 聖（安城ジュニア）10

平井 賢志 （ウィスタリアジュニア）11

伊藤 大悟（師勝ジュニア）12

伊藤 亜樫 （くすの木スポーツ少年団）13

時岡 祥太郎 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）14

小田 凛太郎 （アクティブあぐい）15

徳田 太平 （ウィスタリアジュニア）16

大矢 琉生 （石ヶ瀬スポーツ少年団）17

山内 懐生（西尾ジュニア）18

清 水 楓 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）19

水野 伶音 （ＳＧＵジュニアバドミントン）20

伊藤 源征 （大里東ジュニア）21

小立 晃成 （ｄｒａｇｏｎｆｌｙ）22

山本 朝陽 （日進ジュニアＢ．Ｃ）23

北川 颯人 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ）24

米 村 陸 （石ヶ瀬スポーツ少年団）25

水口 颯太 （ＳｕｎＧｒｅｅｎ豊橋バドミントンクラブ）26

唐 天 宇（師勝ジュニア）27

野間 彩心（西尾ジュニア）28

市川 総一朗 （はりーあっぷジュニア）29

鈴 木 碧 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）30

深田 朔玖 （ウィスタリアジュニア）31

石 川 剛 （はりーあっぷジュニア）32

三浦 大志郎 （ＳＧＵジュニアバドミントン）33

三田村 宗次 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）34

島岡 和暉（西尾ジュニア）35

稲原 誉市 （大里東ジュニア）36

小林 奏太 （石ヶ瀬スポーツ少年団）37

木下 陽生 （長久手ジュニアバドミントン部）38

坂 上 蒼（横須賀Ｊｒ．）39

表 蒼 真 （日進ジュニアＢ．Ｃ）40

山本 櫂利 （アドバンスジュニア）41

彦 田 煌 （西尾ジュニア） 42

神谷 陸斗 （ウィスタリアジュニア） 43

舩久保 稜太 （アドバンスジュニア） 44

伊藤 瑛都 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ） 45

尾田 祥太 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ） 46

伊藤 優斗 （石ヶ瀬スポーツ少年団） 47

水野 蒼太 （日進ジュニアＢ．Ｃ） 48

玉井 胤葵 （長久手ジュニアバドミントン部） 49

曽我 俊斗 （蒲郡ドロップス） 50

橋本 隆矢 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ） 51

世古 創麻 （はりーあっぷジュニア） 52

坂野 開俐 （はりーあっぷジュニア） 53

林 晟 生 （ウィスタリアジュニア） 54

伊東 蒼真 （ＳＧＵジュニアバドミントン） 55

安藤 湊翔 （たんぽぽＢＣ） 56

浅野 晃生 （長久手ジュニアバドミントン部） 57

柴田 飛宏 （師勝ジュニア） 58

高橋 岳矢 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団） 59

萩野 開治 （日進ジュニアＢ．Ｃ） 60

芳賀 航規 （ＳｕｎＧｒｅｅｎ豊橋バドミントンクラブ） 61

片山 結太 （ｄｒａｇｏｎｆｌｙ） 62

仁枝 琥多郎 （西尾ジュニア） 63

高木 蒼介 （横須賀Ｊｒ．） 64

藤沢 和直 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ） 65

杉 本 春 （石ヶ瀬スポーツ少年団） 66

長 谷 篤 （師勝ジュニア） 67

稲垣 遥翔 （ウィスタリアジュニア） 68

小笠原 直 （犬山ドリームズスポーツ少年団） 69

八木 湊星 （名古屋バドミントンスポーツ少年団） 70

中 塚 翔 （日進ジュニアＢ．Ｃ） 71

坂本 羽琉 （ＳＧＵジュニアバドミントン） 72

尾形 亮輔 （ウィスタリアジュニア） 73

須佐 斗真 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ） 74

高瀬 煌平 （石ヶ瀬スポーツ少年団） 75

森 脩 真 （バドラッシュ） 76

岩﨑 友汰（ハシルトン）77

清 水 碧 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ） 78

大橋 海斗 （長久手ジュニアバドミントン部） 79

近藤 颯海 （蒲郡ドロップス） 80

佐藤 墨南 （大里東ジュニア） 81

勝 崎 慶 （大野バドミントンジュニア） 82

石 川 隼 （はりーあっぷジュニア） 83
三位決定戦
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吉永 梨乃 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）1

田 中 蓮 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ）2

大木 羽奈 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）3

岡田 わかな （富士見ジュニアバドミントンクラブ）4

永石 実咲（大里東ジュニア）5

小林 泉水 （北山東山バドミントンクラブ）6

木野瀬 彩夏 （たんぽぽＢＣ）7

大西 彩音 （犬山ドリームズスポーツ少年団）8

宮本 紗季 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）9

佐藤 彩乃 （石ヶ瀬スポーツ少年団）10

山口 奈優 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）11

松本 彩希（師勝ジュニア）12

松久保 ひかり （ＮＯＣＫ）13

蔡 セ ン （はりーあっぷジュニア）14

嶋村 美月（西尾ジュニア）15

伊藤 有希 （長久手ジュニアバドミントン部）16

濱見 杏奈 （アドバンスジュニア）17

松井 美葉音 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）18

日野 佑奈 （ＳＧＵジュニアバドミントン）19

武馬 綾花（たんぽぽＢＣ）20

大村 蒼乃 （アドバンスジュニア）21

新美 和奏（羽っ子ＣＬＵＢ）22

大久保 杏莉 （豊橋ジュニア）23

松野 心波（西尾ジュニア）24

横山 花琉（乙川エール）25

中村 美結（師勝ジュニア）26

菰田 紅羽 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）27

内 藤 凜 （蒲郡ドロップス）28

小林 礼奈 （石ヶ瀬スポーツ少年団）29

板谷 想奈 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）30

鈴 木 陽 （大里東ジュニア）31

中口 月乃（みかクラブ）32

河村 珠莉奈（ＮＯＣＫ）33

樫尾 雫玖 （大里東ジュニア） 34

牧原 帆花 （富士見ジュニアバドミントンクラブ） 35

石田 莉彩 （ＳＧＵジュニアバドミントン） 36

今泉 茉花（西尾ジュニア） 37

奥山 結月 （石ヶ瀬スポーツ少年団） 38

鈴木 柚羽（豊橋ジュニア） 39

白居 杏梨 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ） 40

中村 実央 （羽っ子ＣＬＵＢ） 41

中川 陽葵 （日進ジュニアＢ．Ｃ） 42

神藤 想夏 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．） 43

竹内 瑞季 （アクティブあぐい） 44

早井 翔花 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ） 45

尾崎 一華 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ） 46

中内 咲菜 （北山東山バドミントンクラブ） 47

名知 里紗 （アドバンスジュニア） 48

藤木 樺子（ＮＯＣＫ）49

熊谷 南虹（たんぽぽＢＣ） 50

二反田 稟花（ＮＯＣＫ）51

江崎 そら （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．） 52

森 すずの （名古屋バドミントンスポーツ少年団） 53

小林 美菜 （アドバンスジュニア） 54

井野 彩月花 （北山東山バドミントンクラブ） 55

小林 紗也 （大野バドミントンジュニア） 56

山田 環奈 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ） 57

安藤 花恵（師勝ジュニア） 58

山田 優芽 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．） 59

稲村 美空 （大里東ジュニア） 60

密山 愛莉栖 （西南ジュニア） 61

中澤 彩乃 （長久手ジュニアバドミントン部） 62

小笠原 愛泉 （ＳＧＵジュニアバドミントン） 63

柳瀬 萌衣（西尾ジュニア） 64

勅使 陽彩（Ｗｉｎｗｉｎ） 65

高井 海景 （くすの木スポーツ少年団） 66

山本 実生 （石ヶ瀬スポーツ少年団） 67
決勝戦
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田中 依舞 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）68

辻 桃 花 （蒲郡ドロップス）69

北 村 心（たんぽぽＢＣ）70

鈴木 芽佳 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）71

三浦 かし乃（ハシルトン）72

北野 瑳那（ＮＯＣＫ）73

鈴木 咲絢（師勝ジュニア）74

石川 さくら （ＳＧＵジュニアバドミントン）75

松下 優那 （はりーあっぷジュニア）76

河合 星空 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）77

清田 莉子 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）78

中 尾 葵 （アドバンスジュニア）79

徳田 雪路（乙川エール）80

山口 一花（豊橋ジュニア）81

中田 実沙 （石ヶ瀬スポーツ少年団）82

中川 璃音 （長久手ジュニアバドミントン部）83

渡邊 佳蓮（大里東ジュニア）84

宮嶋 結舞（師勝ジュニア）85

伊藤 琉花 （アクティブあぐい）86

瀧 美沙緒 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）87

杉浦 菜々子 （西尾ジュニア）88

鶴見 璃夏 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）89

加 藤 杏 （日進ジュニアＢ．Ｃ）90

市村 文乃 （北山東山バドミントンクラブ）91

小澤 うめ乃 （大里東ジュニア）92

米田 悠花 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）93

吉本 真琴 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）94

中本 花楓（Ｗｉｎｗｉｎ）95

万年 美澄（ＮＯＣＫ）96

日高 心晴 （石ヶ瀬スポーツ少年団）97

山來 愛紗 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ）98

加藤 向日葵 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）99

本橋 歩奈 （アドバンスジュニア）100

井上 梨海 （大里東ジュニア）101

朝内 華成 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）102

小酒井 仁菜 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）103

齋藤 柚佳 （アドバンスジュニア）104

松田 彩芭（西尾ジュニア）105

小 川 優 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）106

大澤 暖希 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ）107

清水 萌々香 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）108

遠藤 ひかり （ＳｕｎＧｒｅｅｎ豊橋バドミントンクラブ）109

芦田 咲月 （日進ジュニアＢ．Ｃ）110

松下 彩珈（たんぽぽＢＣ）111

若杉 空花 （石ヶ瀬スポーツ少年団）112

本田 結望（師勝ジュニア）113

大松谷 美天 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）114

森 坂 菫 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）115

大串 恋々奈（ＮＯＣＫ）116

山本 樹実（Ｗｉｎｗｉｎ）117

斎木 奏芽 （長久手ジュニアバドミントン部）118

西山 莉央 （アドバンスジュニア）119

鈴木 里歩 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）120

脇坂 あゆり （ＳＧＵジュニアバドミントン）121

中 家 陽 （大里東ジュニア）122

太田 愛里（バドラッシュ）123

河合 奏実 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）124

浦越 栞奈（豊橋ジュニア）125

浅岡 華那（西南ジュニア）126

田中 萌絵 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）127

西村 汐織 （はりーあっぷジュニア）128

手島 あおい （西尾ジュニア）129

平野 愛実 （羽っ子ＣＬＵＢ）130

臼井 望華（たんぽぽＢＣ）131

市村 歩睦 （北山東山バドミントンクラブ）132

高田 万智 （石ヶ瀬スポーツ少年団）133
三位決定戦
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粂 野 駿 （ＳＧＵジュニアバドミントン）1

西尾 琉佑（乙川エール）2

竹内 勇太 （大野バドミントンジュニア）3

天野 斗翔 （西尾ジュニア）4

山田 明廉（師勝ジュニア）5

芦田 岳留 （日進ジュニアＢ．Ｃ）6

白居 煌季 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）7

米谷 蕾人 （はりーあっぷジュニア）8

安藤 禅之介 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）9

高井 結叶 （くすの木スポーツ少年団）10

尾崎 郁仁 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）11

中尾 優太 （アドバンスジュニア）12

井村 柊陽 （大里東ジュニア）13

棚田 翔仁 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）14

小野 春陽 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）15

角倉 蓮太 （西尾ジュニア）16

遠山 士銘 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）17

坂野 颯太 （大里東ジュニア）18

伊 藤 雅 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）19

清水 颯汰 （羽っ子ＣＬＵＢ）20

三 浦 隼 （ＳＧＵジュニアバドミントン）21

曽我 颯斗 （蒲郡ドロップス）22

柴田 稜雲 （師勝ジュニア）23

三 浦 梧（ハシルトン）24

須佐 理玖都 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ）25

山田 健介（乙川エール）26

中 川 漣 （日進ジュニアＢ．Ｃ）27

小島 零二 （西尾ジュニア）28

高間 琉生 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）29

松下 遼祐 （はりーあっぷジュニア）30

玉城 春真 （西尾ジュニア） 31

高 井 翔 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ） 32

大松谷 勇成 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．） 33

山内 智陽 （大里東ジュニア） 34

水野 莉音 （ＳＧＵジュニアバドミントン） 35

鈴木 脩太 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ） 36

櫨 丈 瑠 （はりーあっぷジュニア） 37

深田 透蒼 （ウィスタリアジュニア） 38

武田 基兵 （名古屋バドミントンスポーツ少年団） 39

鈴 木 湧 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ） 40

山口 大輔 （大野バドミントンジュニア） 41

永井 里旺 （大里東ジュニア） 42

伊藤 粋珂 （くすの木スポーツ少年団） 43

下澤 礼旺 （師勝ジュニア） 44

青山 大都 （はりーあっぷジュニア） 45

山田 世吏 （西尾ジュニア） 46

高 井 歩 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ） 47

中東 賢造 （ＳＧＵジュニアバドミントン） 48

杉原 煌人 （日進ジュニアＢ．Ｃ） 49

星野 僚志 （ＳｕｎＧｒｅｅｎ豊橋バドミントンクラブ） 50

日高 優士郎 （石ヶ瀬スポーツ少年団） 51

田中 煌眞 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ） 52

山下 和仁 （蒲郡ドロップス） 53

日比野 佑哉 （大里東ジュニア） 54

仲井 健留 （西尾ジュニア） 55

福島 颯太 （名古屋バドミントンスポーツ少年団） 56

森田 健志朗 （乙川エール）57

白井 利空 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ） 58

山田 理生 （師勝ジュニア） 59

花堂 里空 （はりーあっぷジュニア） 60

三位決定戦
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馬場 心春 （はりーあっぷジュニア）1

清水 若菜 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）2

早川 心寧 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）3

浅田 志音 （くすの木スポーツ少年団）4

伊 藤 紬 （石ヶ瀬スポーツ少年団）5

松井 理紗 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）6

木戸 陽彩 （ウィスタリアジュニア）7

稲村 陽香 （大里東ジュニア）8

舩久保 結衣 （アドバンスジュニア）9

高木 茉弥 （横須賀Ｊｒ．）10

村居 璃心 （北山東山バドミントンクラブ）11

清 水 明 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）12

早坂 新菜 （安城ジュニア）13

笠原 未來 （石ヶ瀬スポーツ少年団）14

半田 湊彩 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）15

脇 あめい （名古屋バドミントンスポーツ少年団）16

大畑 朱莉 （長久手ジュニアバドミントン部）17

野間 一花 （西尾ジュニア）18

高橋 羽琉 （大野バドミントンジュニア）19

六浦 友那 （師勝ジュニア）20

仲根 美玲 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）21

近藤 なつ美 （蒲郡ドロップス）22

浦越 楓音 （豊橋ジュニア）23

中西 菜緒 （はりーあっぷジュニア）24

江崎 ゆあ （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）25

小川 真萌 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）26

松田 唯花 （西尾ジュニア）27

新井 花菜 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）28

浅野 莉子 （長久手ジュニアバドミントン部）29

中島 さくら （日進ジュニアＢ．Ｃ）30

山田 咲和 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）31

神谷 梨緒 （ウィスタリアジュニア）32

小池 望華 （ＳＧＵジュニアバドミントン）33

伊藤 愛果 （石ヶ瀬スポーツ少年団）34

内山 栞緒（ハシルトン）35

杉浦 鈴音 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）36

中村 さくら （横須賀Ｊｒ．）37

加藤 よつ葉 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）38

杉 本 桃 （石ヶ瀬スポーツ少年団）39

中 田 怜 （蒲郡ドロップス）40

牧田 みなみ （はりーあっぷジュニア）41

森 ののは （名古屋バドミントンスポーツ少年団）42

増田 結菜 （大里東ジュニア）43

西山 結唯 （アドバンスジュニア）44

趙 瞳 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ）45

高橋 茉友 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）46

佐々木 きい （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．）47

柴富 可弥 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団） 48

亀山 美羽 （師勝ジュニア） 49

板谷 虹奈 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ） 50

須田 あさひ （岡崎ジュニアＢ．Ｃ） 51

田中 悠里奈 （安城ジュニア） 52

岩井 咲空 （犬山ドリームズスポーツ少年団） 53

市 川 葵 （はりーあっぷジュニア） 54

孫 莉 雅 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ） 55

林 羽 美 （大里東ジュニア） 56

宮嶋 峯羚 （ウィスタリアジュニア） 57

矢木 柑菜 （長久手ジュニアバドミントン部） 58

杉浦 心春 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．） 59

松本 紗奈 （はりーあっぷジュニア） 60

峰 めりあ （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．） 61

宮田 真奈 （名古屋バドミントンスポーツ少年団） 62

彦坂 一花 （富士見ジュニアバドミントンクラブ） 63

早井 翠花 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ） 64

田中 杏奈 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ） 65

大矢 梨瑚 （石ヶ瀬スポーツ少年団） 66

田嶋 桃実 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団） 67

井上 瑠華 （ウィスタリアジュニア） 68

鈴木 愛羽 （横須賀Ｊｒ．） 69

手島 希美 （西尾ジュニア） 70

山本 柚羽 （アドバンスジュニア） 71

後 藤 凜 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ） 72

浅野 愛央衣 （大里東ジュニア） 73

西﨑 瑚都（ハシルトン）74

生地 蓮花 （富士見ジュニアバドミントンクラブ） 75

平沢 望乃 （安城ジュニア） 76

神谷 紀杏 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．） 77

松本 栞里 （師勝ジュニア） 78

橋本 結愛 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団） 79

西川 愛姫 （石ヶ瀬スポーツ少年団） 80

木下 伊織 （長久手ジュニアバドミントン部） 81

牧野 華歩 （蒲郡ドロップス） 82

加 山 咲 （北山東山バドミントンクラブ） 83

鈴木 里歩 （西尾ジュニア） 84

北村 彩結 （日進ジュニアＢ．Ｃ） 85

北川 遥菜 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ） 86

長神 璃子 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団） 87

犬塚 里桜 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ） 88

宮下 海空 （ＳＧＵジュニアバドミントン） 89

小林 聖空 （石ヶ瀬スポーツ少年団） 90

梅村 いろは （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ） 91

井上 瑠菜 （ウィスタリアジュニア） 92

森下 結友 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ） 93

渡邊 紗羅 （大野バドミントンジュニア） 94

山脇 咲星 （はりーあっぷジュニア） 95
三位決定戦
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伊藤 稜平 （師勝ジュニア）1

竹内 澄海 （はりーあっぷジュニア）2

山本 圭祐 （日進ジュニアＢ．Ｃ）3

平野 仁太 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）4

村瀬 楓河 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）5

松下 裕瑛 （たんぽぽＢＣ）6

川口 寛太 （長久手ジュニアバドミントン部）7

長神 旺征 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）8

大石 瑠希人 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）9

中村 悠人 （師勝ジュニア）10

村井 晴飛 （西尾ジュニア）11

松 竹 湊 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）12

松下 幸太郎 （はりーあっぷジュニア）13

名知 春飛 （アドバンスジュニア） 14

安藤 誠之介 （名古屋バドミントンスポーツ少年団） 15

本 庄 匠 （師勝ジュニア） 16

小川 颯太 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ） 17

仲 井 望 （西尾ジュニア） 18

山本 悠人 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団） 19

三宅 創馬 （ウィスタリアジュニア） 20

斎木 櫂成 （長久手ジュニアバドミントン部） 21

田中 歩輝 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ） 22

亀山 大輝 （師勝ジュニア） 23

浅田 直志 （くすの木スポーツ少年団） 24

津坂 晃成 （ＳＧＵジュニアバドミントン） 25

河村 宣親（ＮＯＣＫ）26

青山 久都 （はりーあっぷジュニア） 27
三位決定戦
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田中 倫奈 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）1

宮崎 結鈴（師勝ジュニア）2

近藤 まや （日進ジュニアＢ．Ｃ）3

彦坂 清花 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）4

李 紫 熙 （はりーあっぷジュニア）5

山本 美桜 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）6

國立 莉乃 （大里東ジュニア）7

伊東 侑真 （ＳＧＵジュニアバドミントン）8

神谷 美香 （ウィスタリアジュニア）9

三ツ石 心花 （はりーあっぷジュニア）10

竹内 結絆（西尾ジュニア）11

坂 井 敬 （日進ジュニアＢ．Ｃ）12

内田 実咲（ハシルトン）13

高日 愛佳 （長久手ジュニアバドミントン部）14

早坂 芽菜（安城ジュニア）15

武田 朱乎 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）16

牧田 つばめ （はりーあっぷジュニア）17

渡邊 世怜菜 （大里東ジュニア）18

高橋 実里 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団） 19

須崎 心春 （ＳＧＵジュニアバドミントン） 20

高橋 彩也 （富士見ジュニアバドミントンクラブ） 21

坂上 由依果 （豊橋ジュニア） 22

長尾 柚希 （はりーあっぷジュニア） 23

加藤 いおり （西尾ジュニア） 24

三浦 くこ（ハシルトン）25

中 塚 結 （日進ジュニアＢ．Ｃ） 26

森下 美子 （師勝ジュニア） 27

日比野 百李子 （大里東ジュニア） 28

岸本 彩生 （安城ジュニア） 29

宮下 蒼夏 （ＳＧＵジュニアバドミントン） 30

森 春 陽 （たんぽぽＢＣ） 31

山田 結桜 （師勝ジュニア） 32

早川 花凛 （Ｔ－Ｊｕｍｐ Ｊｒ．） 33

岩﨑 ちなみ （ハシルトン）34

平田 花子 （Ｗｉｎｗｉｎ） 35

花堂 希衣 （はりーあっぷジュニア） 36
三位決定戦
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