
2018/9/14～17 ホワイトリング・長野運動公園総合体育館

男子シングルス 女子シングルス 男子ダブルス 女子ダブルス 男子シングルス 女子シングルス

参加数 72 71 53 55 112 112

秦野 陸 郡司 莉子 熊谷 翔 鈴木 陽向 齋藤 駿 吉川 天乃

優勝 藤澤 佳史 大澤 佳歩

(埼玉) (熊本) (宮城) (埼玉) (福島) (岡山)

川本 拓真 高橋 美優 河村 翼 大竹 望月 岩野 滉也 金廣 真季

準優勝 川本 拓真 高橋 美優

(埼玉) (青森) (埼玉) (青森) (福島) (山口)

高橋 洸士 宮﨑 淳美 小室 直椰 栗原 あかり 大垣 空也 明地 陽菜

３位 野田 好希 杉山 未来

(大阪) (埼玉) (東京) (千葉) (栃木) (山口)

野田 統馬 栗原 あかり 寺田 浩太朗 内山 智尋 池田 真那斗 室屋 奏乃

山下 蒼羽 廣上 瑠依

(熊本) (千葉) (大阪) (福島) (福島) (福岡)

池端 元哉 大澤 佳歩 武藤 映樹 飯田 朱音 冨田 万南斗 猿川 優香

久慈 友也 草野 真央

(熊本) (埼玉) (青森) (大分) (愛知) (熊本)

李 正 金廣 美希 野田 統馬 石上 瑠奈 大田 隼也 岡本 萌奈未

浦 隆斗 鈴木 愛実

(福島) (山口) (熊本) (静岡) (富山) (千葉)

河村 翼 木村 百伽 末永 逸貴 徳岡 梨々香 井上 誠也 石岡 空来

杉浦 壮哉 坂中 琴音

(埼玉) (福島) (福島) (大阪) (埼玉) (福島)

鎌田 雄太 染谷 菜々美 林 寿輝弥 江里口 玲奈 沖本 優大 志知 夕里菜

荒木 亮磨 田中 果帆

(愛媛) (福島) (富山) (佐賀) (埼玉) (岐阜)

稲光 翔太郎 杉本 千紘 町 祥英 杉本 千紘 佐々木 大樹 土佐 梨緒菜

山下 晃誠 竹澤 知穂

(福島) (福井) (長崎) (福井) (新潟) (北海道)

野田 好希 海老澤 彩 河辺 颯真 伊藤 玲香 太田 匡亮 水井 寿々妃

志賀 伊吹 小島 帆乃果

(東京) (茨城) (愛知) (栃木) (宮城) (奈良)

柴田 拓実 舛木 さくら 古川 晃大 播摩 朋奈 藤原 睦月 工藤 葉那

後藤 空 加藤 環季

(埼玉) (栃木) (石川) (石川) (北海道) (長崎)

内野 陽太 久湊 菜々 中島 巧 宮﨑 淳美 後藤 優季 須藤 海妃

杉本 一樹 八角 実侑

(埼玉) (愛知) (長崎) (埼玉) (宮城) (福島)

熊谷 悠吾 縣 菜々美 小川 航汰 大澤 陽奈 平田 璃月 伊藤 歩

樋口 稜馬 遠藤 心夏

(長野) (愛知) (宮崎) (青森) (岡山) (福島)

西 大輝 小方 里羽 荻原 聖也 小方 里羽 川畑 史吹 山北 奈緒

小林 倫太朗 小川 星実

(京都) (長崎) (福島) (長崎) (大阪) (福島)

武井 凜生 栗原 琉夏 曽田 博満 小野 涼奈 高橋 知也 須崎 沙織

山元 雄太 田部 真唯

(福島) (千葉) (鹿児島) (福島) (東京) (茨城)

武藤 映樹 倉島 美咲 後藤 拓人 中山 うらら 松久 知弘 田中 佐彩

田中 孝志朗 岩野 真睦

(青森) (埼玉) (青森) (愛知) (長野) (熊本)

９位

ジュニアの部 ジュニア新人の部

入賞者一覧

第３７回　全日本ジュニアバドミントン選手権大会

５位


