
BT GT
男子団体 女子団体

参加数 　２４ 　２４

令和４年度 第５２回全国中学校バドミントン大会　団体戦
2022.08.19-20　青森県武道館

春日部市立武里中（埼玉県）

９　位

伊勢市立倉田山中（三重県） 鹿児島育英館中（鹿児島県）

青森市立浪岡中（青森県） 聖ウルスラ学院英智中（宮城県）

福井市進明中（福井県） 佐賀市立大和中（佐賀県）

倉敷市立倉敷第一中（岡山県） 園田学園中（兵庫県）

横浜市立金沢中（神奈川県） 倉敷市立倉敷第一中（岡山県）

日章学園中（宮崎県） 高松市立太田中（香川県）

長岡京市立長岡第三中（京都府） 帯広市立帯広第一中（北海道）

高松市立木太中（香川県）

５　位

砂川市立砂川中（北海道） 埼玉栄中（埼玉県）

名古屋経済大学市邨中（愛知県） 淑徳巣鴨中（東京都）

高松市立協和中（香川県） 名古屋経済大学市邨中（愛知県）

聖ウルスラ学院英智中（宮城県） 福島県立ふたば未来学園中（福島県）

３　位

青森山田中（青森県） 白山市立美川中（石川県）

長崎市立日見中（長崎県） 柳井市立柳井中（山口県）

種目

優　勝
福島県立ふたば未来学園中（福島県） 青森山田中（青森県）

準優勝
埼玉栄中（埼玉県） 四天王寺中（大阪府）



BS GS BD GD
男子単 女子単 男子複 女子複

参加数 36 36 36 36

川﨑 航生 米本 宙那
石沢 太一 山中 杏哩

(福島県立ふたば未来学園中[福島県]) (青森山田中[青森県]) (青森山田中[青森県]) (四天王寺中[大阪府])

前田 寛仁 榎本 紗楓
新開 佑澄 八嶋 未來

(埼玉栄中[埼玉県]) (千葉市立蘇我中[千葉県]) (高松市立協和中[香川県]) (蓮田市立蓮田南中[埼玉県])

世古 奏 小山 涼風
芳賀 彪汰 中根 千夏

(稲沢市立治郎丸中[愛知県]) (埼玉栄中[埼玉県]) (福島県立ふたば未来学園中[福島県]) (青森山田中[青森県])
花井 和紀 大津 妃奈乃
遠藤 淳生 関野 妃奈

(福島県立ふたば未来学園中[福島県]) (青森山田中[青森県]) (埼玉栄中[埼玉県]) (札幌市立羊丘中[北海道])

山﨑 翔 戸上 凜
中西 來樹 木村 ひなの

(倉敷市立倉敷第一中[岡山県]) (四天王寺中[大阪府]) (大津市立日吉中[滋賀県]) (聖ウルスラ学院英智中[宮城県])

前田 晴生 鈴木 彩未
松下 陽 伊東 陽南

(大阪市立市岡東中[大阪府]) (高松市立紫雲中[香川県]) (湯浅町立湯浅中[和歌山県]) (青森山田中[青森県])
中原 秀駿 三上 真奈
内村 栞大朗 佐々木 風香

(埼玉栄中[埼玉県]) (柳井市立柳井中[山口県]) (福岡市立能古中[福岡県]) (弘前市立第一中[青森県])

松尾 尚樹 榮代 結子
山﨑 琉生 本田 乙葉

(菊陽町立武蔵ヶ丘中[熊本県]) (埼玉栄中[埼玉県]) (福岡市立能古中[福岡県]) (白山市立美川中[石川県])

増田 大輝 本田 花笑
左村 都之助 木全 希羽

(京田辺市立大住中[京都府]) (新居浜市立川東中[愛媛県]) (長崎市立日見中[長崎県]) (柳井市立柳井中[山口県])

吉次 和義 長山 実央
後藤 洸太 佐々木 陽菜

(土佐中[高知県]) (福島県立ふたば未来学園中[福島県]) (長崎市立日見中[長崎県]) (矢巾町立矢巾中[岩手県])

菊地 悠刀 山岡 千莉
源野 佑 間島 ちひろ

(長崎市立日見中[長崎県]) (白山市立美川中[石川県]) (砂川市立砂川中[北海道]) (高松市立太田中[香川県])

根本 舜生 工藤 彩歩
石原 慶悟 德永 結妃

(富山市立和合中[富山県]) (柳井市立柳井中[山口県]) (聖ウルスラ学院英智中[宮城県]) (青森山田中[青森県])
奥村 啓太 小林 若葉
東海林 亮汰 小林 色葉

(菊陽町立武蔵ヶ丘中[熊本県]) (伊勢市立倉田山中[三重県]) (旭川市立北門中[北海道]) (西尾市立福地中[愛知県])

吉田 智哉 小澤 芽依
長田 勝幸 冨田 紗来良

(福島県立ふたば未来学園中[福島県]) (白山市立美川中[石川県]) (南砺市立南砺つばき中[富山県]) (大府市立大府北中[愛知県])

奥 真優 田中 珠聡
舛田 遼羽 髙橋 乃愛

(福井工業大学附属福井中[福井県]) (福島県立ふたば未来学園中[福島県]) (高岡市立伏木中[富山県]) (淑徳巣鴨中[東京都])
川上 諦道 田原 日葵
横田 寛人 文元 日菜

(高松市立協和中[香川県]) (岐南町立岐南中[岐阜県]) (砂川市立砂川中[北海道]) (柳井市立柳井中[山口県])

世古口 来海

勘傳 歩美

平田 涼

山田 桧菜乃

浅野 真央

白川  菜結

阿部 果凛

東谷 悠妃

神尾 朱理

山川 唯奈

阿波 芽衣咲

橋村 妃翔

佐々木 弥都

大石 夢陽

澤村 実玖

突沖 花歩

増田 遥

松井 優斗

安田 翔

５　位

９　位

川野 寿真

澤田 修志

長束 翔太

山城 政人

渡邉 奏介

西尾 寿輝

石井 叶夢

髙野 日向

福原 直太朗

黒石 遼空

草ノ瀬 悠生

田中 公陽

木山 凜空
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種目

優　勝

準優勝

３　位


