
 

第26回愛知県小学生バドミントン大会 新人戦

令和４年２月１９日 常滑市総合体育館

※ コロナ感染防止ため、試合を終了した選手は体育館内に残らないようにしてください。
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清 水 碧 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

三浦 大志郎 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

櫻 井 晃 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

森 脩真（バドラッシュ）

岩﨑 友汰（ハシルトン）

土橋 隼弥 （長久手ジュニアバドミントン部）

佐藤 墨南 （大里東ジュニア）

稲垣 遥翔 （ウィスタリアジュニア）

十 鳥 耀 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

小笠原 直 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

安藤 湊翔 （たんぽぽＢ．Ｃ）

福田 豊和 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

石 川 剛 （はりーあっぷジュニア）

坂本 羽琉 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

森 敬登 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

芳賀 航規 （ＳｕｎＧｒｅｅｎ豊橋バドミントンクラブ）

伊藤 亜樫 （くすの木スポーツ少年団）

和 方 達 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

須佐 斗真 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ）

長 谷 篤 （師勝ジュニア）

大橋 海斗 （長久手ジュニアバドミントン部）

早川 稜真 （大野バドミントンジュニア）

水野 蒼太 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

市川 総一朗 （はりーあっぷジュニア）

鈴 木 碧 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

上田 大翔 （アドバンスジュニア）

伊藤 優斗 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

伊藤 大悟（師勝ジュニア）

勝崎 慶 （大野バドミントンジュニア）

内田 悠陽（ハシルトン）

横井 碧璃 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

飯田 柊希 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

渡辺 倫太朗 （バドラッシュ）

川口 晄平 （長久手ジュニアバドミントン部）

稲原 誉市（大里東ジュニア）

田中 創介 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

時岡 祥太郎 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

八木 湊星 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

伊東 蒼真 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

坂野 開俐 （はりーあっぷジュニア）

唐 天宇（師勝ジュニア）

陶山 玄 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

藤澤 和直 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

玉井 胤葵 （長久手ジュニアバドミントン部）

西﨑 拓磨（ハシルトン）

山内 懐生（西尾ジュニア）

高橋 岳矢 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

篠原 宏太朗 （羽っ子ＣＬＵＢ）

堀内 星那 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

三田村 宗次 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

高木 蒼介（横須賀Ｊｒ．）

谷川 生馬（バドラッシュ）

世古 創麻 （はりーあっぷジュニア）

三位決定戦
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第26回愛知県小学生バドミントン大会 新人戦

令和４年２月１９日 常滑市総合体育館

※ コロナ感染防止ため、試合を終了した選手は体育館内に残らないようにしてください。

４年男子シングルス
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松下 遼祐 （はりーあっぷジュニア）

加 藤 環 （アドバンスジュニア）

和智 陽向 （北山東山バドミントンクラブ）

竹内 勇太 （大野バドミントンジュニア）

伊 藤 雅 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

星野 僚志 （ＳｕｎＧｒｅｅｎ豊橋バドミントンクラブ）

仲井 健留（西尾ジュニア）

鈴木 脩太 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

三 浦 梧（ハシルトン）

小野 春陽 （Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ）

鈴木 晴陽 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

下澤 礼旺（師勝ジュニア）

西尾 琉佑（乙川エール）

永井 里旺（大里東ジュニア）

高 井 翔 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ）

福島 颯太 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

東野 奏和 （ウィスタリアジュニア）

山田 遥真 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

米谷 蕾人 （はりーあっぷジュニア）

青山 大都 （はりーあっぷジュニア）

渡邉 情貴 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

山口 凌央 （ＳｕｎＧｒｅｅｎ豊橋バドミントンクラブ）

高井 結叶 （くすの木スポーツ少年団）

杉原 煌人 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

森田 健志朗 （乙川エール）

山田 明廉（師勝ジュニア）

武田 基兵 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

大松谷 勇成 （Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ）

日比野 佑哉 （大里東ジュニア）

鈴木 湧陽 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

桝中 遼太 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

小島 零二（西尾ジュニア）

小沼 樹季 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

山口 大輔 （大野バドミントンジュニア）

西本 充孝 （長久手ジュニアバドミントン部）

鈴 木 遼 （Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ）

花堂 里空 （はりーあっぷジュニア）

三位決定戦
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第26回愛知県小学生バドミントン大会 新人戦

令和４年２月１９日 常滑市総合体育館

※ コロナ感染防止ため、試合を終了した選手は体育館内に残らないようにしてください。

３年以下男子シングルス
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山田 世吏（西尾ジュニア）

西村 大河 （長久手ジュニアバドミントン部）

藤原 宗介（西南ジュニア）

坂野 颯太 （大里東ジュニア）

山田 理生（師勝ジュニア）

清水 颯汰 （羽っ子ＣＬＵＢ）

水野 寛己 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

白井 利空 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

高 井 歩 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ）

稲垣 璃空（西尾ジュニア）

尾﨑 郁仁 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

深田 透蒼 （ウィスタリアジュニア）

野々山 侑里 （北山東山バドミントンクラブ）

加藤 僚介 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

日髙 優士郎 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

池 田 羽 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ）

中 川 漣 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

伊藤 粋珂 （くすの木スポーツ少年団）

大石 彩翔（西尾ジュニア）

山田 健介（乙川エール）

野村 悠陽 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

石田 隼規 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

山内 智陽 （大里東ジュニア）

櫨 丈 瑠 （はりーあっぷジュニア）

飯田 直克 （大里東ジュニア）

田嶋 桜大 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

芦田 岳留 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

高間 琉生 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

中尾 優太 （アドバンスジュニア）

喜屋原 央理 （西尾ジュニア）

三 浦 隼 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

門脇 瑛太 （豊橋ジュニア）

松尾 彩都 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

白居 煌季 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

天野 斗翔 （西尾ジュニア）

堀内 海翔 （長久手ジュニアバドミントン部）

須佐 理玖都 （猪子石ジュニアバドミントンクラブ）

服部 恵大 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

太田 陽瀧 （羽っ子ＣＬＵＢ）

田中 煌眞 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

中東 賢造 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

井村 柊陽 （大里東ジュニア）

安藤 禅之介 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

富山 湧大 （安城ジュニア）

柴田 稜雲 （師勝ジュニア）

三位決定戦
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第26回愛知県小学生バドミントン大会 新人戦

令和４年２月１９日 常滑市総合体育館

※ コロナ感染防止ため、試合を終了した選手は体育館内に残らないようにしてください。

２年以下男子シングルス
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伊藤 稜平 （師勝ジュニア）

三宅 晴登 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

田中 歩輝 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

竹内 澄海 （はりーあっぷジュニア）

大石 瑠希人 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

亀山 大輝 （師勝ジュニア）

咽本 雄星 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

藤 井 惇（ハシルトン）

斎木 櫂成 （長久手ジュニアバドミントン部）

長神 旺征 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

中村 凌久 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

木村 光稀 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

小川 颯太 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

本 庄 匠 （師勝ジュニア）

仲 井 望 （西尾ジュニア）

松下 裕瑛 （たんぽぽＢ．Ｃ）

安藤 誠之介 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

松下 幸太郎 （はりーあっぷジュニア）

三宅 創馬 （ウィスタリアジュニア）

山本 悠人 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

阪 本 翼 （たんぽぽＢ．Ｃ）

村瀬 楓河 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

村井 晴飛 （西尾ジュニア）

中村 悠人 （師勝ジュニア）

松 竹 湊 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

伊藤 万紘 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

名知 春飛 （アドバンスジュニア）

平野 仁太 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

大岡 隼士 （大里東ジュニア）

山本 圭祐 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

浅田 直志 （くすの木スポーツ少年団）

津坂 晃成 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

川口 貫太 （長久手ジュニアバドミントン部）

谷本 隼哉 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

森 幹 太 （師勝ジュニア）

青山 久都 （はりーあっぷジュニア）

三位決定戦
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第26回愛知県小学生バドミントン大会 新人戦

令和４年２月１９日 常滑市総合体育館

※ コロナ感染防止ため、試合を終了した選手は体育館内に残らないようにしてください。

５年女子シングルス
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大串 恋々奈（ＮＯＣＫ）

本 庄 桃（師勝ジュニア）

青木 杏莉 （北山東山バドミントンクラブ）

中 家 陽 （大里東ジュニア）

大松谷 美天 （Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ）

脇口 あゆり （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

伊藤 有希 （長久手ジュニアバドミントン部）

臼井 望華（たんぽぽＢ．Ｃ）

名知 里紗 （アドバンスジュニア）

小林 泉水 （北山東山バドミントンクラブ）

竹内 瑞季 （アクティブあぐい）

森 坂 菫 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

近藤 希香 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

齋藤 柚佳 （アドバンスジュニア）

山口 奈優 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

深谷 心音 （長久手ジュニアバドミントン部）

佐藤 彩乃 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

渡邊 佳蓮（大里東ジュニア）

皆美 奏月 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

中 尾 葵 （アドバンスジュニア）

今泉 茉花（西尾ジュニア）

深見 柚月 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

石田 希羽 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

内藤 陽麻里 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

中内 咲菜 （北山東山バドミントンクラブ）

中村 美結（師勝ジュニア）

斎木 奏芽 （長久手ジュニアバドミントン部）

三浦 かし乃（ハシルトン）

新美 和奏（羽っ子ＣＬＵＢ）

大久保 杏莉 （豊橋ジュニア）

木野瀬 彩夏 （たんぽぽＢ．Ｃ）

深谷 咲空 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

藤倉 彩央依 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

濵見 杏奈 （アドバンスジュニア）

本橋 歩奈 （アドバンスジュニア）

松尾 里紗 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

辻井 友結 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

大西 彩愛 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

鈴 木 陽 （大里東ジュニア）

万年 美澄（ＮＯＣＫ）

高井 海景 （くすの木スポーツ少年団）

市村 文乃 （北山東山バドミントンクラブ）

中澤 彩乃 （長久手ジュニアバドミントン部）

安藤 花恵（師勝ジュニア）

門脇 心寧（豊橋ジュニア）

長谷部 理帆 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

小林 美菜 （アドバンスジュニア）

平野 愛実 （羽っ子ＣＬＵＢ）

加藤 向日葵 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

小林 璃央菜 （北山東山バドミントンクラブ）

蔡 セ ン （はりーあっぷジュニア）

河合 星空 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

藤枝 由佳 （長久手ジュニアバドミントン部）

芦田 咲月 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

永石 実咲 （大里東ジュニア）

松下 彩珈 （たんぽぽＢ．Ｃ）

太田 愛里（バドラッシュ）

市村 歩睦 （北山東山バドミントンクラブ）

神藤 想夏 （Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ）

大村 蒼乃 （アドバンスジュニア）

日野 佑奈 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

鈴木 咲絢（師勝ジュニア）

北野 瑳那（ＮＯＣＫ）

田中 萌絵 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

松野 心波（西尾ジュニア）

佐藤 はこね （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

西村 莉愛 （長久手ジュニアバドミントン部）

高田 万智 （石ヶ瀬スポーツ少年団）
三位決定戦
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第26回愛知県小学生バドミントン大会 新人戦

令和４年２月１９日 常滑市総合体育館

※ コロナ感染防止ため、試合を終了した選手は体育館内に残らないようにしてください。

４年女子シングルス
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佐々木 きい （Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ）

藤竹 陽葵 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

吉田 瑞彩 （師勝ジュニア）

林 羽美 （大里東ジュニア）

生地 蓮花 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

大矢 梨瑚 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

孫 莉雅 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

脇 あめい （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

大畑 朱莉 （長久手ジュニアバドミントン部）

内山 栞緒（ハシルトン）

猿渡 愛美 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

手島 希美 （西尾ジュニア）

長神 璃子 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

井上 瑠華 （ウィスタリアジュニア）

早川 心寧 （Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ）

咽本 梨々乃 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

山本 柚羽 （アドバンスジュニア）

後 藤 凜 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

三矢 羅々 （西尾ジュニア）

前川 咲莉 （北山東山バドミントンクラブ）

鈴木 愛羽 （横須賀Ｊｒ．）

六浦 友那（師勝ジュニア）

小林 聖空 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

江崎 ゆあ （Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ）

渡邉 紗羅 （大野バドミントンジュニア）

宮嶋 峯羚 （ウィスタリアジュニア）

宮下 海空 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

木戸 陽彩 （ウィスタリアジュニア）

田中 悠里奈 （安城ジュニア）

田中 杏奈 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

浅田 志音 （くすの木スポーツ少年団）

稲村 陽香 （大里東ジュニア）

小川 鈴加（豊橋ジュニア）

中村 晃椛 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

中西 菜緒 （はりーあっぷジュニア）

加 山 咲 （北山東山バドミントンクラブ）

渡口 真帆 （安城ジュニア）

増田 結菜 （大里東ジュニア）

西川 愛姫 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

松田 唯花 （西尾ジュニア）

松本 栞里 （師勝ジュニア）

山田 咲和 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

新井 花菜 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

神谷 梨緒 （ウィスタリアジュニア）

杉浦 心春 （Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ）

中村 さくら （横須賀Ｊｒ．）

矢木 柑菜 （長久手ジュニアバドミントン部）

井上 瑠菜 （ウィスタリアジュニア）

森 ののは （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

小池 望華 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

伊藤 陽南 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

飯田 彩楓 （大野バドミントンジュニア）

清 水 明 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

村居 璃心 （北山東山バドミントンクラブ）

神谷 紗羽 （ウィスタリアジュニア）

濵崎 美羽 （西尾ジュニア）

小川 真萌 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

伊 藤 紬 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

岩井 咲空 （犬山ドリームズスポーツ少年団）

浅野 愛央衣 （大里東ジュニア）

大羽 柚朱奈 （ＳｕｎＧｒｅｅｎ豊橋バドミントンクラブ）

浦越 楓音 （豊橋ジュニア）

杉浦 鈴音 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

中尾 柚葉 （師勝ジュニア）

早坂 新菜 （安城ジュニア）

神谷 紀杏 （Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ）

半田 湊彩 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

彦坂 一花 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

村井 百花 （長久手ジュニアバドミントン部）

杜 卓 軒 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

柴富 可弥 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）
三位決定戦
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松井 理紗 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

堀内 莉愛 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

北村 彩結 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

亀山 美羽（師勝ジュニア）

田中 杏樹実 （羽っ子ＣＬＵＢ）

森下 結友 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

板谷 虹奈 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

矢頭 來夏 （アドバンスジュニア）

平沢 望乃（安城ジュニア）

田嶋 桃実 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

磯田 真凛 （Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ）

野間 一花（西尾ジュニア）

浅野 莉子 （長久手ジュニアバドミントン部）

上田 愛夏 （アドバンスジュニア）

石川 加奈 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

高木 茉弥（横須賀Ｊｒ．）

井上 華愛（師勝ジュニア）

西﨑 瑚都（ハシルトン）

須田 あさひ （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

二橋 優衣 （ＳｕｎＧｒｅｅｎ豊橋バドミントンクラブ）

伊藤 愛果 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

高橋 羽琉 （大野バドミントンジュニア）

河合 希羽 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

市 川 葵 （はりーあっぷジュニア）

鈴木 里歩（西尾ジュニア）

浅見 美咲 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

土屋 色葉 （ＳｕｎＧｒｅｅｎ豊橋バドミントンクラブ）

仲根 美玲 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

成田 彩結 （北山東山バドミントンクラブ）

木下 伊織 （長久手ジュニアバドミントン部）

笠原 未來 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

太田 空凛（安城ジュニア）

峰 めりあ （Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ）

亀 井 桜 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

久田 佳穂（師勝ジュニア）

西山 結唯 （アドバンスジュニア）

中島 さくら （日進ジュニアＢ．Ｃ）

岩下 芽生（安城ジュニア）

森 愛 実 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

梅村 いろは （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

渡邊 紗英子 （師勝ジュニア）

加藤 よつ葉 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

舩久保 結衣 （アドバンスジュニア）

櫻井 心結 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

清水 若菜 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

内藤 菜乃葉 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

田中 花來実 （羽っ子ＣＬＵＢ）

牧田 みなみ （はりーあっぷジュニア）

三位決定戦

48



 
 

第26回愛知県小学生バドミントン大会 新人戦

令和４年２月１９日 常滑市総合体育館

※ コロナ感染防止ため、試合を終了した選手は体育館内に残らないようにしてください。

２年以下女子シングルス

62
60 61

56

57

58

59

48

49

50

51

52

53

54

55

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

渡邊 世怜菜 （大里東ジュニア）

大矢 梨珠 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

福田 雲才 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

李 紫 熙 （はりーあっぷジュニア）

大山 絵莉（羽っ子ＣＬＵＢ）

鈴木 美衣菜 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

山田 結桜（師勝ジュニア）

高橋 実里 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

相原 悠希 （ウィスタリアジュニア）

岩崎 ちなみ（ハシルトン）

竹内 結絆（西尾ジュニア）

平田 花子（Ｗｉｎｗｉｎ）

近藤 まや （日進ジュニアＢ．Ｃ）

坂 香里奈 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

宮下 蒼夏 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

三ツ石 心花 （はりーあっぷジュニア）

飯田 紗奈（大里東ジュニア）

小林 青葉 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

坂上 由依果 （豊橋ジュニア）

服部 紗和 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

吉田 智佳（師勝ジュニア）

匹田 陽菜乃 （ＳｕｎＧｒｅｅｎ豊橋バドミントンクラブ）

内田 実咲（ハシルトン）

山本 美桜 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

森 春 陽 （たんぽぽＢ．Ｃ）

村居 彩心 （北山東山バドミントンクラブ）

早坂 芽菜（安城ジュニア）

坂 井 敬 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

矢木 花蓮 （長久手ジュニアバドミントン部）

磯貝 未空（西尾ジュニア）

長尾 柚希 （はりーあっぷジュニア）

田中 倫奈 （岡崎ジュニアＢ．Ｃ）

三好 優菜 （はりーあっぷジュニア）

田中 花和（ＮＯＣＫ）

中 塚 結 （日進ジュニアＢ．Ｃ）

彦坂 清花 （富士見ジュニアバドミントンクラブ）

加 藤 和 （アドバンスジュニア）

冨田 真知花 （北山東山バドミントンクラブ）

高日 愛佳 （長久手ジュニアバドミントン部）

日比野 百李子 （大里東ジュニア）

永井 唯楓 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

山岡 芽生子 （ＳｕｎＧｒｅｅｎ豊橋バドミントンクラブ）

岸本 彩生（安城ジュニア）

宮﨑 結鈴（師勝ジュニア）

中田 結菜 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

西﨑 都花（ハシルトン）

神谷 美香 （ウィスタリアジュニア）

加藤 いおり （西尾ジュニア）

大澤 さくら （犬山ドリームズスポーツ少年団）

飯 田 椿 （石ヶ瀬スポーツ少年団）

牧田 つばめ （はりーあっぷジュニア）

國立 莉乃 （大里東ジュニア）

内山 結花 （羽っ子ＣＬＵＢ）

藤枝 恵菜 （長久手ジュニアバドミントン部）

森下 美子（師勝ジュニア）

早川 花凛 （Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ）

安藝 ゆめ佳 （ウィスタリアジュニア）

北折 優佳 （ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ．Ｂ．Ｃ）

伊東 侑真 （ＳＧＵジュニアバドミントンクラブ）

武田 朱乎 （名古屋バドミントンスポーツ少年団）

三浦 くこ（ハシルトン）

植村 柚月 （めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団）

花堂 希衣 （はりーあっぷジュニア）
三位決定戦
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