
６年男子

29
5

36 佐藤 (勝沼ジュニア） 小林 (ガティジュニア）

黒川 (Ｄｒｅａｍ ｊｒ．）

20
34 杉本 (大泉ＪＢＣ） 福岡 (鳩ヶ谷ウイングス） 竹内 (高岡ジュニア）

21
37 武井 (青梅ジュニア） 田口 (松戸六実Ｊｒ） 富田 (志木ジュニア）

35 小川 (大徳ｊｒ） 曽我 (所沢ジュニア） 髙坂 (浪岡ジュニア）

35
29 関口 (Ｄｒｅａｍ ｊｒ．） 沼田 (南郷Ｑ） 杉浦 (本庄シャトルスター）

18
30 内川 (長野バグス） 富田 (豊ジュニア） 松村 (小平ジュニア）

28
31 伊藤 (サザンウイングス） 篠田 (フライングシャトラーズ） 山田 (川間ジュニア）

19
32 佐藤 (ふじかげ）

33
宮下 (渋谷ジュニア）

27
27 熊谷 (ＡＣＴジュニア） 大滝 (恋南） 宮脇 (春日部白翔）

17
28 野口 (たなしＭＡＸ） 松永 (ハルトノクラブ） 金田 (奥羽ＪＢＣ）

33 園田 (ホワイトパンダース） 谷屋 (たなしＭＡＸ）

富田成 (志木ジュニア）

32
25 岩城 (三郷ダックス） 後藤 (マジッポズ） 長谷川(サザンウイングス）

16
26 向山 (練馬アドバンス） 伊藤 (湯口ジュニア） 髙橋 (ふじかげ）

26

23 石崎 (出羽バドミンタン） 金子 (強戸ジュニア） 冨田 (スリーセブンＪｒ）
15

24

36
20 荻原 (今市ジュニア） 清水 (大泉ＪＢＣ） 冨山 (青梅ジュニア）

14
21 谷川 (松戸六実Ｊｒ） 田辺 (出羽バドミンタン）

13
19 吉田 (北野平小学校） 岡山 (練馬アドバンス） 二宮 (久喜ＡＢＣ）

大羽 (Ｔ－Ｊｕｍｐ） 三浦 (はちみつＪｒ）

31
15 千葉 (鹿島台ジュニア） 石井 (上尾ジュニア）

25
3

18 深井 (青梅ジュニア） 奥 (高岡ジュニア） 山崎 (ホワイトパンダース）

小林 (大泉ＪＢＣ） 椎谷 (はちみつＪｒ）

12
16 青木 (串川育成会） 大屋 (チャレンジャー） 吉田 (大泉ＪＢＣ）

中岡 (大宮ウィナーズ）

2

34
11 小原 (たなしＭＡＸ） 中田 (野田中根ジュニア） 久保田(湯口ジュニア）

10
12 安田 (浪岡ジュニア） 上野 (蓮田サウス） 宮川 (町田ジュニア）

24
13 沼田 (出羽バドミンタン） 山科 (奥羽ＪＢＣ） 中谷真 (Ｄｒｅａｍ ｊｒ．）

11
14

佐藤 (マジッポズ）

4
22

30
6

大澤 (志木ジュニア）

和田 (大徳ｊｒ） 前田 (豊ジュニア）
8

7 水谷 (小平ジュニア） 門脇 (鶴岡城北バドスポ少） 松本 (大泉ＪＢＣ）

238 神林 (臥龍Ｊｒ．） 細野 (練馬アドバンス） 上田 (チャレンジャー）

9
10

竹澤 (Ｄｒｅａｍ ｊｒ．）

高橋 (ＡＣＴジュニア）

宮下 (野田中根ジュニア）

中谷壱 (Ｄｒｅａｍ ｊｒ．）

22

4 井手口（南郷Q） 柳川（たなしMAX）

志賀(ﾊﾙﾄﾉｸﾗﾌﾞ）

7
5 鈴木(出羽ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ） 渡邉 (東少年） 紺野 (南部シャトル）

9 島貫 (ふじかげ） 加藤(出羽ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾀﾝ） 江面 (青梅ジュニア）

17 高橋 (鳩ヶ谷ウイングス） 渋谷 (ふじかげ） 青山 (石ヶ瀬スポ少）

高嶋 (Ｄｒｅａｍ ｊｒ．）

6
2 寺内(ｽﾘｰｾﾌﾞﾝJr） 武田（はちみつJR)

大内 (ＢＰＣ仙台）

1
3 伊藤（T-Jump） 森(ｻｻﾞﾝｳｨﾝｸﾞｽ） 中川 (松戸六実Ｊｒ）

1 後藤(仙台大和ｼﾞｭﾆｱ） 松田（Growth Family) 成澤（ふじかげ）

伊藤 (ハルトノクラブ） 渋谷 (はちみつＪｒ） 高木 (調布ジュニア）

平田 (チャレンジャー）



５年男子

岩野 (西尾ジュニア） 清原 (三郷ダックス） 池田 (Ｄｒｅａｍ ｊｒ．）

橋村 (小平ジュニア）

佐野 (勝沼ジュニア） 遠藤 (調布ジュニア）柳原 (松戸六実Ｊｒ）

佐々木(佐渡ジュニア） 福井 (志木ジュニア）

中野 (鳩ヶ谷ウイングス） 久保田(湯口ジュニア） 坪田 (小平ジュニア）

服部拓 (サザンウイングス）

鴻江 (佐渡ジュニア） 大西 (市川ジュニア） 小沼 (青梅ジュニア）

中條 (みはらバドミントン部）

糸谷 (三郷ダックス） 安彦 (奥羽ＪＢＣ）

田山 (神明ジュニア） 堀口 (イーストフレンド） 原田 (今市ジュニア）

大田 (高岡ジュニア） 林 顕(松戸六実Ｊｒ） 松浦 (小平ジュニア）

河村 (南郷Ｑ） 坂本 (Ｇｒｏｗｔｈ Ｆａｍｉｌｙ） 岡村 (宇都宮ＪＢ）

岡野 (恋南） 小堀 (行田バドミントン） 山本 (法政クラブ）

高橋 (ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ） 船渡川(小山ＪＢＣ）

21

29

相澤 (ｓｍｉｌｅ－ｊ宮城） 稲川 (豊栄ジュニア） 遠藤 (ガティジュニア）

水村 (志木ジュニア） 片山 (Ｔ－Ｊｕｍｐ） 飯泉 (ハルトノクラブ）

白田 (宇都宮ＪＢ）

合田 (たなしＭＡＸ） 村本 (三郷ダックス）

森阪 (足羽ジュニア） 小林 (大山スポ少） 石塚 (Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

箕輪 (昭和ジュニア） 小柳 (三郷ダックス）

河﨑 (サザンウイングス） 高橋 (湯口ジュニア） 井上 (シャトラーズ）

安間 (勝沼ジュニア）

縄田 (小平ジュニア） 矢田 (プログレス）

麥倉 (大泉ＪＢＣ）

27

23

19

21

10

22

11

24

20

25

12

26

25

27

13

28

8

18

28

16

18

17

24

19

9

20

大垣 (ＲＥＶＥＮＧＥ） 比気 (恋南） 長谷部(蓮田サウス）

斉藤 (五泉バンビーノ） 吉田 (行田バドミントン） 小島 (串川育成会）

佐藤 (大山スポ少） 増田 (プライド ジュニア） 深谷 (東少年）

山岡 (蓮田サウス）

26

8

竹野 (Ｄｒｅａｍ ｊｒ．）

15

6 渡辺 (串川育成会） 松久 (中野ジュニア） 北地 (小平ジュニア）

3

7

4

9

安保 (Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 岩佐 (勝沼ジュニア） 渡辺 (春日部白翔）

16

10

5

11

22

4

中山 (佐渡ジュニア）

山口 (大井沢スポ少） 木村 (国分寺ジュニア）

2

5 糸田 (大泉ＪＢＣ） 清野 (蓮田サウス）

17

14

23

12

6

13

7

15

14

2

奥村 (大徳ｊｒ）

北島 (神明ジュニア） 関口 (久喜ＡＢＣ）

1

3 渡辺 (三郷ダックス） 鈴木 (湯口ジュニア） 鴛海 (宝木塚Ｊｒ．）

1 崎野 (田仁バドクラブ） 鈴木 (スリーセブンＪｒ） 廣瀬 (みはらバドミントン部） 服部 開(サザンウイングス）

村上 (市川ジュニア）

後藤 (塩竈ジュニア）



４年男子

3
2 村田 (Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 髙柳 (サザンウイングス） 久松 (ハルトノクラブ）

1
3

柳川 (たなしＭＡＸ）

草井 (仙台大和ジュニア） 石井 (上尾ジュニア）

1 佐藤 (マジッポズ） 佐瀬 (前橋東クラブ） 山下 (小平ジュニア） 植松 (鶴ヶ島）

守山 (出羽バドミンタン）

成澤 (ふじかげ）

16

寺内 (小山ＪＢＣ）

橘 (はちみつＪｒ）

佐藤 (湯口ジュニア）

19

4 今泉 (みはらバドミントン部） 千葉 (蓮田サウス） 原 弘(恋南）
4

5 津田 (チャレンジャー） 冨田 (スリーセブンＪｒ） 天野 (勝沼ジュニア）
27

6 栗野 (鶴ヶ島） 中島 (沼田スポーツ少年団） 笹川 (青梅ジュニア）
5

7 鈴木 (白河ひがしバド） 大野 （TEAM ISHIBA JAPAN） 荻原 (今市ジュニア）
20

8 沖本 (原ジュニア） 奥間 (大泉ＪＢＣ） 飯田 (チャレンジャー）

6
木村 (野田中根ジュニア）

31
10 松川 (青葉ジュニア） 稲川 (豊栄ジュニア）

鈴木 (たなしＭＡＸ）

7
11 野口 (たなしＭＡＸ） 大野 (久喜ＡＢＣ）

9 野村 (小平ジュニア） 千代 (東少年）

髙坂 (浪岡ジュニア）

28
14 佐藤 (仙台大和ジュニア） 加藤 (宝木塚Ｊｒ．） 髙松 (昭和ジュニア）

田中 (大井沢スポ少）

21
12 黒崎 (流山ジュニア） 村上 (チャレンジャー） 倉ヶ﨑(小平ジュニア）

8
13

9
15 古株 (志木ジュニア）

伊藤 (鶴ヶ島） 坂本 (勝沼ジュニア） 美濃口(豊ジュニア）

22

10
17

青木 (小平ジュニア）

吉田 (渋谷ジュニア） 大澤 (チャレンジャー）

33
18 百瀬 (大井沢スポ少） 菅井 (はちみつＪｒ） 藤田 (松戸六実Ｊｒ）

11
19 寺内 (スリーセブンＪｒ） 遠田 (鶴ヶ島） 須藤 (ＭＣジュニア）

23
20 烏川 (東少年）

篠原 (小平ジュニア）

中静 (宇都宮中央）

小見山(たなしＭＡＸ）

中村 (仙台大和ジュニア）

12

29
22 熊木 (チャレンジャー） 佐藤 (大山スポ少）

室津 (久松ジュニア）

13
23 五味川(大徳ｊｒ） 草塩 (勝沼ジュニア）

21

清水 (チャレンジャー）

水谷 (小平ジュニア） 本宮 (白河ひがしバド） 森 太(鶴ヶ島）

25
28 中川 (沼田スポーツ少年団）

野澤 (鎌ヶ谷ジュニア） 戸村 (小平ジュニア）

32
26 玉川 (ＧＰＷジュニア） 矢部 (国分寺ジュニア） 熊谷 (仙台大和ジュニア）

今田 (奥羽ＪＢＣ）
24

24 樵 歩(前橋東クラブ） 熊谷 (所沢ジュニア） 猪股 (浪岡ジュニア）
14

25

15
27 寺西 (Ｔ－Ｊｕｍｐ） 関根 (青梅ジュニア）

16
29 中川 (鶴ヶ島） 高橋 (湯口ジュニア） 須藤 (大泉ＪＢＣ）

30
30

福島 (たなしＭＡＸ）

江田 (コマツジュニア） 山岸 (燕スポ少）
17

31 渡辺 (はちみつＪｒ） 石崎 (出羽バドミンタン） 小野 (強戸ジュニア）

2632 中村 (チャレンジャー） 馬場 (渋谷ジュニア） 橋爪 (仰木の里ジュニア）

2

三井田(流山ジュニア）

33 平尾 (市川ジュニア） 小吹 (東少年） 堤 誠(小平ジュニア）
18

34 阿部 (釧路ジュニア） 江連 (プライド ジュニア） 伊東 (久喜ＡＢＣ）



２年男子

9 高橋 (湯口ジュニア） 烏川 (東少年）

後藤 (岩槻ジュニア） 城戸 (小平ジュニア）

髙坂 (浪岡ジュニア） 本橋 (サザンウイングス） 田中 (大井沢スポ少）

鈴木 (スリーセブンＪｒ）

2

6

10

9

6 和川 (小平ジュニア） 遠藤史 (ガティジュニア） 清水 (羽っ子熊谷）

5

藤木 (仰木の里ジュニア） 池上 (志木ジュニア） 大滝 (恋南）

8

8 小峯 (ハルトノクラブ）

7

7

4 原 (前橋東クラブ） 中川 (小平ジュニア） 木村 (志木ジュニア）

4

5 松井 (Ｄｒｅａｍ ｊｒ．） 堀 (みはらバドミントン部） 三木 (ハルトノクラブ）

3

2 鈴木 (恋南） 石沢 (ふじかげ）

1 石井 (ビッキーズ） 関口 (小平ジュニア） 八木澤(宇都宮中央）

石塚 (Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

1

3 遠藤湊 (ガティジュニア） 萩原 (桜川ジュニア） 平野 (宝木塚Ｊｒ．）



６年女子

伊東 (大森ジュニア） 今泉 (鶴ヶ島）

38
14

45 鎌田 (八郎潟レイクジュニアＢＣ） 石関 (ＭＣジュニア） 馬渕 (ＳＧＡ）
30

46 開発 (シャトルハント）

元田 (蓮田サウス）

44 長谷川(燕沢ジュニア） 羽田 (豊ジュニア）

42
42 大宮 (たなしＭＡＸ） 原 (串川育成会） 新井 (プライド ジュニア）

29
43 塚谷 (松本ジュニアバドミントン） 太田 (天童市バドスポ少）

村木 (志木ジュニア）

関口 (市原ジュニア） 28

41 中村 (鶴ヶ島） 須藤 (前橋東クラブ） 真柄 (はちみつＪｒ）

37
39 菅原 (大山スポ少） 黒谷 (強戸ジュニア） 小林 (宇都宮ＪＢ）

13
40 田代 (小平ジュニア） 渋澤 (羽っ子熊谷）

44
36 杉山 (松戸六実Ｊｒ） 加藤 (今市ジュニア）

27
37 松丸 (久松ジュニア） 青木 (久喜ＡＢＣ）

佐藤 (大山スポ少）

松戸 (所沢ジュニア）

26

11
34 冨田 (大森ジュニア） 近藤 (前橋東クラブ）

近藤 (川間ジュニア）
12

38 太田 (浪岡ジュニア） 本郷 (宝木塚Ｊｒ．） 田中 (チャレンジャー）

上瀧 (仙台大和ジュニア）

35 北山 (チャレンジャー） 森内 (久松ジュニア）

41
30 大関 (新津ジュニア） 佐川 (東少年） 鈴木 (ビッキーズ）

25
31 菅原 (神岡ジュニア） 宮下 (鳩ヶ谷ウイングス）

36
33 木下 (練馬アドバンス） 髙松 (昭和ジュニア） 高橋 (鎌ヶ谷ジュニア）

谷野 (志木ジュニア）

佐々木(ＢＰＣ仙台）
10

32 貫井 (勝沼ジュニア） 今田 (奥羽ＪＢＣ）

24
29 伊藤 (小山ＪＢＣ） 原 (米沢南部） 胡桃 (松戸六実Ｊｒ）

35

27 辻 (ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ） 山本 (鶴ヶ島） 鈴木 (流山ジュニア）
9

28 鴫原 (ＧＰＷジュニア） 安藤 (青梅ジュニア）

布川 (大泉ＪＢＣ） 高井 (高岡ジュニア）

島尻 (ＳＧＡ）

45
24 藤原 (ハイタッチジュニア） 今泉 (みはらバドミントン部） 小森 (蓮田サウス）

23
25 山路 (強戸ジュニア） 互 (春日部白翔）

8
26 高橋 (所沢ジュニア）

熊澤 (小平ジュニア）

22
23 矢嶋 (志木ジュニア） 宮下 (強戸ジュニア） 郡楽 (たなしＭＡＸ）

34
21 黒須 (流山ジュニア） 蜂谷 (羽っ子熊谷） 五十嵐(大山スポ少）

7
22 永井 (はちみつＪｒ） 岩瀬 (練馬アドバンス） 堤 (東少年）

40
18 白井 (宇都宮ＪＢ） 平塚 (ＢＰＣ仙台） 堀米 (久喜ＡＢＣ）

21
19 中澤 (甲府Ｊｒ） 下見 (チャレンジャー） 木暮 (前橋東クラブ）

6
20 田中 (米沢南部） 横田 (Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 佐野 (鶴ヶ島）

20
17 中出 (高岡ジュニア） 齋藤 (市原ジュニア） 後藤 (岩槻ジュニア）

33
15 堀 (みはらバドミントン部） 藤田 (松戸六実Ｊｒ）

5
16 菊地原(串川育成会） 半澤 (仙台大和ジュニア）

沼田 (所沢ジュニア）

前川 (ＳＵＮＳ２００４）

西巻 (昭和ジュニア） 下畠 (久松ジュニア）

43
12 伊藤 (ＲＥＶＥＮＧＥ） 小林 (青梅ジュニア） 中村 (アドバンス）

19
13 福田 (今市ジュニア） 野口 (ＳＧＡ） 熊谷 (ＴＯＹＯＫＡＷＡ Ｊｒ）

4
14 加賀谷(蓮田サウス）

高橋 (仙台大和ジュニア）
18

11 阿部 (東少年） 工藤 (神岡ジュニア） 倉益 (志木ジュニア）

9 瀬川 (七戸ジュニア） 亀川 (シャトラーズ） 野口 (町田ジュニア）
3

10 中野 (鎌ヶ谷ジュニア） 清水 (大宮ウィナーズ）

39
6 正木 (鶴ヶ島） 田中 (練馬アドバンス） 天野 (勝沼ジュニア）

17
7 目﨑 (小野Ｊｒ．） 河野 (蓮田サウス） 田中 (沢内ジュニア）

2
8 志田 (立川バドスポーツ少年団） 山本 (臥龍Ｊｒ．）

32
鎌田 (湯口ジュニア）

31

4 河内 (ふじかげ） 白川 (大森ジュニア） 内田 (チャレンジャー）
16

5 高木 (青梅ジュニア） 小林 (大井沢スポ少） 棚澤 (羽っ子熊谷）

15
2 原 (前橋東クラブ） 金子 (ガティジュニア） 原田 (久松ジュニア）

1
3 鹿毛 (ビッキーズ） 谷川 (東少年） 荒明 (大山スポ少）

1 長嶋 (市原ジュニア） 田村 (新津ジュニア） 佐々木(ＳＧＡ）
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25

27 和田 (蓮田サウス） 小坂 (調布ジュニア） 川和 (ガティジュニア）

13

28 中林 (Ｔ－Ｊｕｍｐ） 鈴木 (久喜ＡＢＣ） 近藤 (前橋東クラブ）

21

29 遠藤 (上山ＪＢＣ） 谷川 (東少年） 榎本 (ビッキーズ） 柏瀬 (神明ジュニア）

森 (鶴ヶ島）

20

25 箕浦 (ハルトノクラブ） 平岡 (志木ジュニア） 志村 (勝沼ジュニア）

12

26 平野 (小野Ｊｒ．） 大村 (大泉ＪＢＣ）

中根 (所沢ジュニア）

27

23

山口 (春日部白翔）

菅 (大森ジュニア） 鈴木 (宝木塚Ｊｒ．）

木山 (ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）

19

21 新庄 (豊田スポ少） 坂本 (たなしＭＡＸ） 池田 (蓮田サウス）

10

22

11

24 林 (市原ジュニア） 田中 (小平ジュニア） 鶴田 (三郷ダックス）

小山 (ｓｍｉｌｅ－ｊ宮城） 岡崎 (前橋東クラブ）

24

19 小笠原(志木ジュニア） 周藤 (昭和ジュニア） 岡本 (川間ジュニア）

9

20 岡村 (鎌ヶ谷ジュニア） 石井 (ビッキーズ）

28

16 小島 (ＳＧＡ） 山賀 (阿賀野ジュニア） 皆川 (小平ジュニア）

18

17 小野 (鶴岡ＪＢＣ） 草間 (東少年）

朝倉 (強戸ジュニア）

熊谷 (チャレンジャー）

8

18 照井 (フライングシャトラーズ） 八幡 (小山ＪＢＣ） 椎名 (三郷ダックス）

17

14 須﨑 (東少年） 白鳥 (春日部白翔） 山口 (サザンウイングス）

垣内 (所沢ジュニア）

23

12 作道 (小山ＪＢＣ） 西田 (ハルトノクラブ） 伊藤 (久喜ＡＢＣ）

6

13

7

15 山口 (前橋東クラブ） 伊藤 (鎌ヶ谷ジュニア） 志賀 (志木ジュニア）

小野寺(調布ジュニア） 妹尾 (三郷ダックス）

中野 (蓮田サウス）

16

10 渡辺 (松戸六実Ｊｒ） 渡邊 (ＳＧＡ） 河辺 (Ｔ－Ｊｕｍｐ）

5

11 野村 (小平ジュニア） 大石 (中野島ＪＢＣ）

26

8 松岡 (蓮田サウス） 塩嶋 (つばさＪＢＣ） 小野寺(フライングシャトラーズ）

鹿沼 (前橋東クラブ）

15

6 藤岡 (臥龍Ｊｒ．） 山根 (チャレンジャー） 長沼 (上尾ジュニア）

3

7

4

9 原田 (恋南） 赤澤 (市原ジュニア） 扇谷 (ビッキーズ）

太田 (ｓｍｉｌｅ－ｊ宮城） 齋藤 (ふじかげ）

22

4 百瀬 (大井沢スポ少） 室津 (久松ジュニア） 清水 (羽っ子熊谷）

2

5 加藤 (阿賀野ジュニア） 大熊 (三郷ダックス）

14

2 鈴木 (大曲バドスピリッツ） 内田 (行田バドミントン） 鈴木 (鎌ヶ谷ジュニア）

1

3 大鐘 (鶴ヶ島） 相澤 (五泉バンビーノ） 和光 (小平ジュニア）

1 石川 (たなしＭＡＸ） 遠藤 (市原ジュニア） 信末 (小山ＪＢＣ） 廣田 (三郷ダックス）
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36 小原 (たなしＭＡＸ） 曽雌 (プライド ジュニア） 高田 (Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

34
34 伊藤 (ハルトノクラブ） 佐藤 (南部シャトル） 冨田 (大森ジュニア）

30
6

37 久保田(南城小育成会） 上村 (春日部白翔） 藤澤 (昭和ジュニア）

21
35 工谷 (松本ジュニアバドミ 櫻井 (志木ジュニア） 永松 (桜川ジュニア）

22
38 山北奈 (鶴ヶ島） 五十嵐(久松ジュニア） 佐久間(市川ジュニア）

36
30 砂川 (流山ジュニア） 長谷川(新津ジュニア） 田島 (小平ジュニア）

19
31 宮城 (三郷ダックス） 鈴木 (鎌ヶ谷ジュニア） 遠藤唯 (ガティジュニア）

29
32 原 (前橋東クラブ） 細井 (チャレンジャー） 原 (串川育成会）

20
33 畑末 (ＴＯＭＯジュニア） 片所 (中野島ＪＢＣ） 高橋 (鳩ヶ谷ウイングス）

18
29 横内 (甲府Ｊｒ） 白井 (宇都宮ＪＢ） 金沢 (イーストフレンド）

5
28 黒川 (春日部白翔） 橋村 (小平ジュニア） 佐々木(米沢南部）

33
25 湯本 (志木ジュニア） 沼倉 (神岡ジュニア） 篠原 (市原ジュニア）

17
26 高橋 (大曲バドスピリッツ 藤田 (野田中根ジュニア 荻原 (強戸ジュニア）

2827 中村 (Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．） 栗山 (恋南） 大鐘 (鶴ヶ島）

23 川上 (久松ジュニア） 林 (鶴ヶ島） 木村 (ハルトノクラブ）
16

24 吾妻 (チャレンジャー） 松本 (ＭＣジュニア） 森 (サザンウイングス）

37
20 名取 (調布ジュニア） 岡野 (東少年） 垣内 (所沢ジュニア）

15
21 三田地(市原ジュニア） 高橋 (湯口ジュニア） 鴛海 (宝木塚Ｊｒ．）

4
22 青木 (桜川ジュニアバトミ 玉木 (たなしＭＡＸ） 落合 (泉ジュニア） 27

17 吉田 (市原ジュニア） 永井 (はちみつＪｒ） 染谷 (志木ジュニア）

清原 (三郷ダックス）

26
3

18 権平 (新津ジュニア） 鈴木 (小山ＪＢＣ） 平川 (Ｇｒｏｗｔｈ Ｆａｍｉｌｙ）
14

19 檀原 (大井沢スポ少） 柴崎 (松戸六実Ｊｒ） 大塚 (鶴ヶ島）

32
15 小林 (チャレンジャー） 坂本 (ハルトノクラブ） 木村 (野田中根ジュニア）

13
16

25
13 碓井 (ＳＣ富山） 樋江井(久松ジュニア） 長谷川(ホワイトパンダース）

12
14 中野 (鎌ヶ谷ジュニア） 石川 (たなしＭＡＸ）

伊藤 (南部シャトル） 小林 (町田ジュニア） 柏瀬 (神明ジュニア）

山名 (仰木の里ジュニア）

2
12 奥山 (マジッポズ） 野中 (ビッキーズ） 竹内 (小平ジュニア）

35
10 川田 (阿賀野ジュニアバ 河上 (大泉ＪＢＣ） 高津 (春日部白翔）

11
11 片桐 (桜川ジュニアバトミ 井上 (流山ジュニア）

9 加賀谷(蓮田サウス） 高橋 (足利ＪＢＣ） 菅原 (調布ジュニア）

梅原 (恋南）

31
6 森阪 (足羽ジュニア） 小山 (宇都宮中央） 鈴木あ (鎌ヶ谷ジュニア）

9
7 高野 (小平ジュニア） 久保田(志木ジュニア） 山川 (ふじかげ）

高田 (燕沢ジュニア） 竹澤 (川間ジュニア）

24
8 小沼 (東少年） 堀口 (イーストフレンド） 佐伯 (練馬アドバンス）

10

1 遠藤 (ガティジュニア） 山内 (大曲バドスピリッツ

山口 (前橋東クラブ）

谷野 (志木ジュニア）

23

4 比留間(サザンウイングス中嶋 (市原ジュニア） 辻 (チャレンジャー）
8

5 山北眞 (鶴ヶ島） 後藤 (浪岡ジュニア）

7
2 神山 (ハルトノクラブ） 松戸 (所沢ジュニア） 村松 (フライングシャトラーズ）

1
3 萩原 (鳩ヶ谷ウイングス）
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工藤 (神岡ジュニア）

神尾 (小平ジュニア） 平田 (桜川ジュニア） 長谷川(鶴ヶ島）

7

河村 (志木ジュニア）

11

9

9 山川 (ふじかげ） 戸部 (流山ジュニア） 沼田 (所沢ジュニア）

3

10 小山 (宇都宮中央）

2

8 坂本 (ハルトノクラブ） 小野里(前橋東クラブ） 榎本 (蓮田サウス）

10

6 平野 (つばさＪＢＣ） 棚澤 (羽っ子熊谷） 今井 (小平ジュニア）

6

7 山崎 (長野バグス） 山北 (鶴ヶ島） 上瀧 (仙台大和ジュニア）

8

4 鈴木 (鎌ヶ谷ジュニア） 橋村 (小平ジュニア） 杉本 (大泉ＪＢＣ）

5

5 鈴木 (プライド ジュニア） 沼田 (南郷Ｑ） 白川 (大森ジュニア）

4

2 比気 (恋南）

原 (米沢南部）

松浦 (小平ジュニア）

1 伊藤 (鶴ヶ島） 中山 (長野バグス） 山辺 (Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｊｒ．）

1

3 永井 (ＮＪクラブ）

五十嵐(新津ジュニア）

櫻井 (志木ジュニア）
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