
男子学校対抗戦 女子学校対抗戦

北北海道

南北海道

個人戦男子ダブルス 学年 個人戦女子ダブルス 学年

上山昇大 ２年 片山優亜 ２年

関根　陸 １年 中塩春菜 ２年

(帯広大谷高等学校・北北海道) (深川西高等学校・北北海道)

辰宮大翼 ２年 鈴木理子 ２年

廣岡　幸 ２年 七宮優羽 ２年

(函館中部高等学校・南北海道) (とわの森三愛高等学校・南北海道)

個人戦男子シングルス 個人戦女子シングルス

太田　竣 ２年 髙見優里 １年

(旭川実業高等学校・北北海道) (旭川実業高等学校・北北海道)

細岡虎哲 １年 佐藤凜佳 ２年

(札幌龍谷学園高等学校・南北海道) (とわの森三愛高等学校・南北海道)

南北海道

第４７回全国高等学校選抜バドミントン大会（茨城大会）出場選手・出場校

北海道ブロック

北北海道

南北海道

北北海道

旭川実業高等学校(北北海道) 北海道深川西高等学校(北北海道)

札幌龍谷学園高等学校(南北海道) とわの森三愛高等学校(南北海道)



男子学校対抗戦 女子学校対抗戦

第１代表 ふたば未来学園(福島県) ふたば未来学園（福島県）

第２代表 聖ウルスラ学院英智(宮城県) 青森山田（青森県）

第３代表 浪　岡(青森県) 聖ウルスラ学院英智(宮城県)

個人戦男子ダブルス 学年 個人戦女子ダブルス 学年

奈良岡　功　大 ２年 内　山　智　尋 ２年

武　藤　映　樹 ２年 廣　上　瑠　依 １年

(浪　岡・青森県) (ふたば未来学園・福島県)

熊　谷　　　翔 ２年 大　竹　望　月 ２年

藤　澤　佳　史 ２年 髙　橋　美　優 １年

(聖ウルスラ学院英智・宮城県) (青森山田・青森県)

末　永　逸　貴 １年 宮　下　澪　奈 １年

杉　浦　壮　哉 １年 宮　下　彩　奈 １年

(ふたば未来学園・福島県) (聖ウルスラ学院英智・宮城県)

後　藤　サ　ン ２年 高　橋　沙　弥 ２年

高　嶋　　　集 ２年 中　田　千沙妃 ２年

(ふたば未来学園・福島県) (青森山田・青森県)

個人戦男子シングルス 個人戦女子シングルス

奈良岡　功　大 ２年 髙　橋　美　優 １年

(浪　岡・青森県) (青森山田・青森県)

稲　光　翔太郎 １年 木　村　百　伽 ２年

(ふたば未来学園・福島県) (ふたば未来学園・福島県)

李　　　　　正 ２年 染　谷　菜々美 ２年

(ふたば未来学園・福島県) (ふたば未来学園・福島県)

武　藤　映　樹 ２年 高　橋　沙　弥 ２年

(浪　岡・青森県) (青森山田・青森県)

第３代表

第４代表

第２代表

第４７回全国高等学校選抜バドミントン大会（茨城大会）出場選手・出場校

東北ブロック

第１代表

第２代表

第１代表

第３代表

第４代表



男子学校対抗戦 女子学校対抗戦
東東京 実践学園（東東京） 関東第一（東東京））

西東京 淑徳巣鴨（西東京） 淑徳巣鴨（西東京）

埼玉県 埼玉栄（埼玉） 埼玉栄（埼玉）

神奈川県 川崎総合科学（神奈川） 川崎総合科学（神奈川）

第１代表 西武台千葉（千葉） 西武台千葉（千葉）

第２代表 宇都宮北（栃木） 作新学院（栃木）

第３代表 伊勢崎清明（群馬） 甲斐清和（山梨）

個人戦男子ダブルス 学年 個人戦女子ダブルス 学年
川本　拓真 ２年 鈴木　陽向 ２年

河村　翼 ２年 大澤　佳歩 ２年

（埼玉栄・埼玉） （埼玉栄・埼玉）

野田　好希 ２年 栗原　あかり ２年

小室　直椰 ２年 杉山　未来 ２年

（淑徳巣鴨・東京） （西武台千葉・千葉）

川島　直也 ２年 宮﨑　淳美 ２年

池田　智哉 ２年 八角　実侑 ２年

（埼玉栄・埼玉） （埼玉栄・埼玉）

塩澤　慶郁 ２年 岩瀬　由美 ２年

滝本　千裕 ２年 相葉　満友 ２年

（西武台千葉・千葉） （千葉明徳・千葉）

個人戦男子シングルス 個人戦女子シングルス
秦野　陸 ２年 栗原　あかり ２年

（埼玉栄・埼玉） （西武台千葉・千葉）

百上　拓海 ２年 宮﨑　淳美 ２年

（埼玉栄・埼玉） （埼玉栄・埼玉）

山根　瑶亮 ２年 杉村　南美 ２年

(宇都宮北・栃木） （作新学院・栃木）

北川　史翔 １年 １年

(宇都宮北・栃木）

櫻井　理湖

(作新学院・栃木)

第３代表

第４代表

第２代表

第４７回全国高等学校選抜バドミントン大会（茨城大会）出場選手・出場校

関東ブロック

第１代表

第２代表

第１代表

第３代表

第４代表



男子学校対抗戦 女子学校対抗戦

第１代表 高岡第一（富山県） 金沢向陽（石川県）

第２代表 勝山（福井県） 勝山（福井県）

第３代表 金沢市立工業（石川県） 高岡西（富山県）

個人戦男子ダブルス 学年 個人戦女子ダブルス 学年

林　寿輝弥 2年 杉本　千紘 2年

江口　直紀 2年 竹澤　知穂 2年

（高岡第一/富山県） (勝山/福井県)

尾崎　友哉 2年 松井　収那 1年

奥田　陽介 2年 平田　偲 1年

（金沢学院/石川県) (富山国際大付属/富山県)

古川　晃大 2年 1年

後藤　空 1年 1年

(金沢市立工業/石川県)

播摩　朋奈

加藤　環季

(金沢向陽/石川県)

個人戦男子シングルス 個人戦女子シングルス

林　寿輝弥 2年 釜谷　知佳 2年

（高岡第一/富山県） (金沢向陽/石川県)

出島　光紘 2年 木林　千耀 2年

(勝山/福井県) (高岡西/富山県)

奥田　陽介 2年 杉本　千紘 2年

（金沢学院/石川県) (勝山/福井県)
第３代表

第２代表

第４７回全国高等学校選抜バドミントン大会（茨城大会）出場選手・出場校

北信越ブロック

第１代表

第２代表

第１代表

第３代表



男子学校対抗戦 女子学校対抗戦

第１代表 静岡県富士見(静岡県) 常葉大学附属菊川(静岡県)

第２代表 県立岐阜商業(岐阜県) 暁（三重県）

愛知県 名古屋経済大学市邨(愛知県) 名古屋経済大学市邨(愛知県)

個人戦男子ダブルス 学年 個人戦女子ダブルス 学年

河辺 颯真 １年 石黒 愛莉 １年

志賀 伊吹 １年 内田 優衣 １年

名古屋経済大学市邨(愛知県) 星陵（静岡県）

平岡 佑太 ２年 舟橋 奏帆 ２年

土井 大和 ２年 佐藤 絢音 ２年

静岡県富士見(静岡県) 名古屋経済大学市邨(愛知県)

名田 愼二郎 ２年 加藤 千尋 ２年

清水 夢翔 １年 山本 鈴乃 １年

暁（三重県) 岡崎城西（愛知県）

個人戦男子シングルス 個人戦女子シングルス

平岡 佑太 ２年 縣 菜々美 ２年

静岡県富士見(静岡県) 岡崎城西（愛知県）

太田 光哉 １年 舟橋 奏帆 ２年

名古屋経済大学市邨(愛知県) 名古屋経済大学市邨(愛知県)

夏目 朱理 ２年 内田 優衣 １年

名古屋経済大学市邨(愛知県) 星陵（静岡県）
第３代表

第２代表

第４７回全国高等学校選抜バドミントン大会（茨城大会）出場選手・出場校

東海ブロック

第１代表

第２代表

第１代表

第３代表



男子学校対抗戦 女子学校対抗戦
第１代表東大阪大学柏原高等学校(大阪) 京都外大西高等学校(京都)

第２代表 乙訓高等学校(京都) 園田学園高等学校(兵庫)

第３代表 比叡山高等学校(滋賀) 高田商業高等学校(奈良)

大阪府 四天王寺高等学校(大阪)

個人戦男子ダブルス 学年 個人戦女子ダブルス 学年
宇治　夢登 １年 去来川　琴葉 ２年

谷津　央祐 １年 大辻　野乃葉 ２年

(東大阪大学柏原・大阪) (育英・兵庫)

永井　武蔵 ２年 徳岡　梨々香 ２年

河合　則隆 ２年 坂中　琴音 １年

(神戸村野工業・兵庫) (四天王寺・大阪)

岩橋　稜典 ２年 三輪　音巴 ２年

柏木　颯 ２年 兒玉　亜依 １年

(耐久・和歌山) (四天王寺・大阪)

岡田　岳大 ２年 岸野　瑠璃 ２年

西　大輝 １年 藤本　未侑 ２年

(乙訓・京都) (園田学園・兵庫)

個人戦男子シングルス 個人戦女子シングルス
高橋　洸士 ２年 三輪　音巴 ２年

(東大阪大学柏原・大阪) (四天王寺・大阪)

豊口　竜一郎 ２年 奥村　友梨 ２年

(比叡山・滋賀) (京都外大西・京都)

西　大輝 １年 去来川　琴葉 ２年

(乙訓・京都) (育英・兵庫)

岩橋　稜典 ２年 杉山　明日香 １年

(耐久・和歌山) (四天王寺・大阪)

第３代表

第４代表

第２代表

第４７回全国高等学校選抜バドミントン大会（茨城大会）出場選手・出場校

近畿ブロック

第１代表

第２代表

第１代表

第３代表

第４代表



男子学校対抗戦 女子学校対抗戦

第１代表 水島工業高校（岡山県) 柳井商工高校(山口県)

第２代表 米子北高校(鳥取県) 広島県瀬戸内(広島県)

第３代表 柳井商工高校(山口県) 倉敷中央高校(岡山県)

個人戦男子ダブルス 学年 個人戦女子ダブルス 学年

山川　碧 ２年 松本　みなみ １年

藤原　航大 １年 長廻　真知 １年

(水島工業・岡山県) (柳井商工・山口県)

村並　涼介 ２年 日野　智然 ２年

松本　康汰 ２年 西村　真美 ２年

(水島工業・岡山県) (柳井商工・山口県)

今川　拓海 １年 江見　乃羽 １年

上代　啓太 １年 上中　咲希 １年

（松徳学院・島根県） (倉敷中央・岡山県)

個人戦男子シングルス 個人戦女子シングルス

山川　碧 ２年 金廣　美希 １年

(水島工業・岡山県) (柳井商工・山口県)

西山　倭登 ２年 鈴木　沙也夏 １年

(倉敷翠松・岡山県) (柳井商工・山口県)

山﨑　悠翔 ２年 中丸　凜 ２年

（米子北・鳥取県） （安田女子・広島）
第３代表

第２代表

第４７回全国高等学校選抜バドミントン大会（茨城大会）出場選手・出場校

中国ブロック

第１代表

第２代表

第１代表

第３代表



男子学校対抗戦 女子学校対抗戦

第１代表 新　　田　（愛媛県） 高松商業　(香川県)

第２代表 高松商業　(香川県) 新居浜東　(愛媛県)

個人戦男子ダブルス 学年 個人戦女子ダブルス 学年

甲斐　聡一郎 ２年 中西　美月 ２年

神山　新悟 ２年 三本　晴菜 ２年

（新田・愛媛県) （高松商業・香川県)

鎌田　雄太 ２年 森　　朱香 ２年

森川　海慧 ２年 西山　花音 １年

（新田・愛媛県) （土佐女子・高知県)

池本　裕翔 ２年 西岡　奈都 ２年

髙橋　一将 ２年 黒川　碧夕 ２年

(土佐・高知県) (新田・愛媛県)

個人戦男子シングルス 個人戦女子シングルス

鎌田　雄太 ２年 中西　美月 ２年

（新田・愛媛県) （高松商業・香川県)

甲斐　聡一郎 ２年 久保　一華 ２年

（新田・愛媛県) （高松第一・香川県)

多田　藍斗 ２年 岩本　ひより ２年

（高松商業・香川県) （高知西・高知県)

第２代表

第３代表

第４７回全国高等学校選抜バドミントン大会（茨城大会）出場選手・出場校

四国ブロック

第１代表

第２代表

第３代表

第１代表



男子学校対抗戦 女子学校対抗戦

第１代表 八代東高等学校（熊本） 八代白百合学園高等学校(熊本)

第２代表 瓊浦高等学校(長崎) 九州国際大学付属高等学校(福岡)

第３代表 日章学園高等学校(宮崎) 鹿児島女子高等学校(鹿児島)

第４代表 鹿児島商業高等学校(鹿児島) 諫早商業高等学校(長崎)

第５代表 自由ヶ丘高等学校(福岡) 昭和学園高等学校(大分)

個人戦男子ダブルス 学年 個人戦女子ダブルス 学年

小川　航汰 ２年 小方  里羽 ２年

樋口  稜馬 ２年 小川  星実 ２年

(日章学園・宮崎) (諫早商業・長崎)

野田  統馬 ２年 甲斐　穂野香 ２年

浦  隆斗 ２年 赤星  紀理子 ２年

(八代東・熊本) (熊本中央・熊本)

池端  元哉 ２年 古賀  咲直 ２年

嶽本  樹希 ２年 青栁　 ゆう ２年

(熊本学園大付属・熊本) (福岡常葉・福岡)

中島  巧 ２年 髙崎  夏実 ２年

杉本  一樹 ２年 岡  杏樹 ２年

(瓊浦・長崎) (福岡常葉・福岡)

個人戦男子シングルス 個人戦女子シングルス

野田  統馬 ２年 郡司　莉子 １年

(八代東・熊本) (八代白百合学園・熊本)

池端  元哉 ２年 小方  里羽 ２年

(熊本学園大付属・熊本) (諫早商業・長崎)

町　祥英 ２年 田中　果帆 ２年

(瓊浦・長崎) (多久・佐賀)

小川　航汰 ２年 草野　真央 ２年

(日章学園・宮崎) (昭和学園・大分)

第４７回全国高等学校選抜バドミントン大会出場選手・出場校

第１代表

第２代表

第３代表

第４代表

九州ブロック

第１代表

第２代表

第３代表

第４代表



順　位 男子学校対抗戦 女子学校対抗戦

第１代表 常総学院（茨城県） 常総学院（茨城県）

第２代表 茗溪学園（茨城県） 石岡第一（茨城県）

個人戦男子ダブルス 学年 個人戦女子ダブルス 学年

阿部　歩人 1年 海老澤　彩 2年

塚越　達也 1年 小川　明華 2年

（常総学院・茨城県） （石岡第一・茨城県)

吉田　純 2年 鈴木　幸恵 2年

大熊　青葉 2年 佐藤　茅穂 2年

（常総学院高等学校・茨城県） （常総学院高等学校・茨城県）

個人戦男子シングルス 個人戦女子シングルス

吉田　純 2年 海老澤　彩 2年

（常総学院・茨城県） （石岡第一・茨城県)

阿部　歩人 1年 佐藤　茅穂 2年

（常総学院・茨城県） （常総学院・茨城県）

第２代表

第４７回全国高等学校選抜バドミントン大会（茨城大会）出場選手・出場校

開催地
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