
定非営利活動(ＮＰＯ)法人 
 

 広域ジュニアバドミントンチーム 
 

[Team Power Hitters Max] 
 

チーム紹介 
 

２０２１（令和３）年３月３１日 
 
私達の「Team Power Hitters Max」は、２００８（平成２０）年４月に 

小学生・中学生のバドミントン選手のために「パワーヒッターズ」として創立
され、１３年目が終わりました。そして１４年目に入ります。 
２０１２（平成２４）年９月には特定非営利活動(ＮＰＯ)法人 広域ジュニア 

バドミントンチーム「Team Power Hitters Max」として認められ、 
各自目標を持ちレベルアップを目指して活動しています。 

バドミントンを愛好するジュニア選手の皆さんでもっと上手になりたい人、 
もっと練習したい人、もっと強くなりたい人、もっと良い成績を修めたい人は 
入会して一緒に練習しましょう。 
２０１７（平成２９）年４月から幼児・小学生低学年コースを設け、募集 

することにいたしました。 

また、それに伴い親子での入会も可能にいたしました。 
詳細はＱＲコードやホームページを参照して下さい。 
常時入会の門戸は開いています。１度ビジターで練習に参加してみませんか。 
最終ページの連絡先に連絡して下さい。待っています。 
 

１．定款及び保護者会会則 

  ホームページ参照 

２．活動(練習)場所 

 火曜日 埼玉県立熊谷工業高等学校(１８時３０分～) 

 木曜日  熊谷スポーツ文化公園「彩の国 くまがやドーム」(１８時３０分～) 

金曜日  埼玉県立熊谷特別支援学校(１８時００分～) 

  土曜日 埼玉県立熊谷工業高等学校(１８時００分) 

日曜日 埼玉県立総合教育センター(行田市) (１３時００分～) 

熊谷市立江南体育館(１３時００分～) 

熊谷市立籠原体育館(１３時００分～) 

     県内外ジュニアチーム 

３．クラブ員(在住地、人数) 

  ２００８(平成２０)年度(熊谷市・深谷市・加須市・行田市・上里町・太田市) 

小学生  ７人(男子７人) 

中学生 １１人(男子８人 女子３人)  計１８人 

 

 



２００９(平成２１)年度(熊谷市・深谷市・加須市・上里町・太田市) 

小学生  ６人(男子６人) 

中学生 １２人(男子９人 女子３人)  計１８人 

２０１０(平成２２)年度(熊谷市・深谷市・鴻巣市・鶴ヶ島市・上里町・ 

           嵐山町) 

小学生  ９人(男子６人 女子３人) 

中学生 １７人(男子１２人 女子５人) 計２６人 

２０１１(平成２３)年度(熊谷市・深谷市・鴻巣市・鶴ヶ島市・志木市・ 

上里町・嵐山町・小川町・川島町・太田市) 

小学生 １０人(男子５人  女子５人) 

中学生 ２２人(男子１３人 女子９人) 計３２人 

２０１２(平成２４)年度(熊谷市・深谷市・鴻巣市・鶴ヶ島市・志木市・ 

行田市・本庄市・東松山市・上里町・嵐山町・ 

小川町・川島町・太田市) 

小学生  ７人(男子３人 女子４人) 

中学生 ２２人(男子１５人 女子７人) 計２９人 

２０１３(平成２５)年度(熊谷市・深谷市・鴻巣市・行田市・本庄市・ 

上尾市・上里町・嵐山町・小川町・太田市) 

小学生  ５人(男子３人 女子２人) 

中学生 ２０人(男子１１人 女子９人) 計２５人 

２０１４(平成２６)年度(熊谷市・深谷市・鴻巣市・行田市・本庄市・ 

上尾市・加須市・羽生市・上里町・嵐山町・小川町・ 

寄居町) 

小学生  ５人(男子４人 女子１人) 

中学生 １９人(男子９人 女子１０人) 計２４人 

２０１５(平成２７)年度(熊谷市・鴻巣市・行田市・本庄市・上尾市・ 

加須市・上里町・嵐山町・小川町) 

小学生  ６人(男子５人 女子１人) 

中学生 １３人(男子６人 女子７人)  計１９人 

２０１６(平成２８)年度(熊谷市・鴻巣市・行田市・本庄市・上尾市・ 

加須市・東松山市・上里町・小川町・太田市) 

小学生  ５人(男子３人 女子２人) 

中学生 １３人(男子８人 女子５人)  計１８人 

２０１７(平成２９)年度(熊谷市・本庄市・上尾市・深谷市・東松山市・ 

川口市・鴻巣市・上里町・小川町・太田市) 

小学生  ７人(男子３人 女子４人) 

中学生  ９人(男子７人 女子２人)  計１６人 

２０１８(平成３０)年度(熊谷市・深谷市・川口市・鴻巣市・寄居町) 

小学生  ７人(男子３人 女子４人) 

中学生  ５人(男子３人 女子２人)   

保護者  ２人(男子１人 女子１人)  計１４人 



２０１９(平成３１・令和元)年度(熊谷市・鴻巣市・行田市・川口市・寄居町) 

幼児   １人(男子１人) 

小学生  ８人(男子５人 女子３人) 

中学生  ３人(男子２人 女子１人)  

成 人  ２人(男子１人 女子１人)   計１４人 

２０２０(令和２)年度(熊谷市・行田市・北本市・上尾市・寄居町) 

幼児   １人(男子１人) 

小学生  ６人(男子５人 女子１人) 

中学生  ４人(男子２人 女子２人)   

成 人  ２人(男子１人 女子１人)   計１３人 

２０２１(令和３)年度(熊谷市・行田市・北本市・上尾市・寄居町) 

小学生  ６人(男子５人 女子１人) 

中学生  ３人(男子１人 女子２人) 

高校生  １人(男子１人) 

成 人  ２人(男子１人 女子１人)   計１２人 

４．作動実績 

(１)活動(練習)日数 

  水・木・金曜日 県外遠征・各種大会・合同練習 

２００８(平成２０)年度  ２００日 

２００９(平成２１)年度 １８７日 

２０１０(平成２２)年度 １９９日 

２０１１(平成２３)年度 ２３５日 

火・水・木・金・土・日曜日 県外遠征・各種大会・合同練習 

２０１２(平成２４)年度 ２８８日 

２０１３(平成２５)年度 ３０７日 

２０１４(平成２６)年度 ２９５日 

２０１５(平成２７)年度 ３３２日 

２０１６(平成２８)年度 ３３４日 

２０１７(平成２９)年度 ３２０日 

火・木・金・土・日曜日 県外遠征・各種大会・合同練習 

２０１８(平成３０)年度 ３０２日  

２０１９(平成３１・令和元)年度 ３０７日 

２０２０(令和 ２)年度 ２５９日 

＊４月６日(日)から新型コロナウィルス感染症拡大のため練習自粛 

(自主練習) 

(２) 県外遠征・各種大会・合同練習会への参加回数・参加大会名・ 

交流チーム名 

２００８(平成２０)年度 ４２回 

(埼玉)熊谷工業高校、(埼玉)川越東高校、第２８回(埼玉)上里 

ジュニア大会、第１４回ヨネックス埼玉オープン大会、全国中学校 

大会地区予選、(埼玉)熊谷市民大会、第９回全国小学生ＡＢＣ大会 



県予選、(埼玉)深谷市民大会、第３９回全国中学校大会県予選、山梨 

遠征(鰍沢中学校)、第２７回全日本ジュニア大会県予選、第２４回 

若葉カップ全国小学生大会県予選、第１７回全国小学生大会県予選、 

第２２回県ジュニア年齢別大会(１２歳・１３歳)、県北選抜ジュニア 

大会、(埼玉)川越東高校、(埼玉)熊谷西高校、(埼玉)伊奈学園総合高校、 

(埼玉)鴻巣高校、第１７回全国小学生大会関東地区予選、県中学校 

新人大会地区予選、(埼玉)深谷第一高校、県中学校新人大会、 

(埼玉)神川ジュニア大会、第９回関東小学生オープン大会、(埼玉)深谷 

さくらカップ、第１７回全国小学生大会、第２７回県協会長杯中学生 

ダブルス大会、(埼玉)小松原高校、第２３回県協会長杯小学生 

ダブルス大会、第２０回埼玉オープン中学生大会、第７回(埼玉)本庄 

バレンタインカップ、第２１回県協会長杯中学生シングルス大会、 

第２１回県協会長杯小学生シングルス大会 

 

２００９(平成２１)年度 ３５回 

第２９回(埼玉)上里ジュニア大会、第１５回ヨネックス埼玉オープン 

大会、(埼玉)熊谷市民大会、全国中学校大会地区予選、第１０回全国 

小学生ＡＢＣ大会県予選、(埼玉)深谷市民大会、山梨遠征(鰍沢中学校)、 

第４０回全国中学校大会県予選、第２８回全日本ジュニア大会県予選、 

第２５回若葉カップ全国小学生大会県予選、県北選抜ジュニア大会、 

第１８回全国小学生大会県予選、第２３回県ジュニア年齢別大会 

(１２歳・１３歳)、県中学校新人大会地区予選、第１８回全国小学生 

大会関東地区予選、(埼玉)熊谷市民大会、県中学校新人大会、 

(埼玉)深谷市民大会、(埼玉)神川ジュニア大会、県北ジュニア大会、 

(群馬)太田市ジュニア大会、第１０回関東小学生オープン大会、 

第１８回全国小学生大会、第２８回県協会長杯中学生ダブルス大会、 

第２４回県協会長杯小学生ダブルス大会、第２１回埼玉オープン 

中学生大会、第８回(埼玉)本庄バレンタインカップ、埼玉県スポーツ 

少年団ダブルス大会、第２２回県協会長杯中学生シングルス大会、 

第２２回県協会長杯小学生シングルス大会 

 

２０１０(平成２２)年度 ４８回 

第３０回(埼玉)上里ジュニア大会、(埼玉)熊谷市民大会、第１６回 

ネックス埼玉オープン大会、山梨遠征(鰍沢中学校)、全国中学校大会 

地区予選、(埼玉)深谷市民大会、第１１回全国小学生ＡＢＣ大会県 

予選、(埼玉)鴻巣高校、第４１回全国中学校大会県予選、第２９回 

全日本ジュニア大会県予選、県北選抜ジュニア大会、三重遠征(久居 

高校、誠之スポーツ少年団)、練習会(鳥取・米子北高校、三重・久居 

高校、埼玉・鴻巣高校、群馬・太田商業高校、埼玉・越谷南高校)、 

第１９回全国小学生大会県予選、第２４回県ジュニア年齢別大会(１２ 

歳・１３歳)、(埼玉)深谷市民大会、(埼玉)北本高校、県中学校新人 



大会地区予選、東京遠征(淑徳巣鴨中学校)、県中学校新人大会、 

(埼玉)熊谷市民大会、(埼玉)深谷市民大会、(埼玉)神川ジュニア大会、 

(群馬)太田市ジュニア大会、県北ジュニア大会、(埼玉)川越東高校、 

第２９回県協会長杯中学生ダブルス大会、第２５回県協会長杯小学生 

ダブルス大会、(埼玉)深谷さくらカップ、第２２回埼玉オープン 

中学生大会、第９回(埼玉)本庄バレンタインカップ、第２３回県協会 

長杯中学生シングルス大会、第２３回県協会長杯小学生シングルス 

大会 

 

２０１１(平成２３)年度 ４６回 

第１７回ヨネックス埼玉オープン大会、(埼玉)熊谷市民大会、全国 

中学校大会地区予選、(埼玉)深谷市民大会、第１２回全国小学生 

ＡＢＣ大会県予選、練習会(埼玉・武里中学校、茨城・阿見中学校、 

西武台千葉中学校、群馬・新島学園中学校)、山梨遠征(鰍沢中学校、 

勝沼中学校)、第４２回全国中学校大会県予選、第３０回全日本 

ジュニア大会県予選、第４２回全国中学校大会関東地区予選、第６回 

(埼玉)くまがやオープンジュニア大会(シングルス戦) 、第２０回全国 

小学生大会県予選、第２５回県ジュニア年齢別大会(１２歳・１３歳)、 

(埼玉)深谷市民大会、中学校・高校合同研修大会、第２５回県 

ジュニア年齢別大会(１５歳・１６歳)、県中学校新人大会地区予選、 

第２０回全国小学生大会関東地区予選、(栃木)ＵＤＣ練習会(宇都宮 

ダッシングクラブ)、第１回(埼玉)くまがやオープンジュニア大会 

(チーム対抗戦) 、県中学校新人大会、県北ジュニア大会、 

(埼玉)深谷市民大会、栃木遠征(宇都宮ダッシングクラブ、 

群馬・ＫＲＳＨ前橋、群馬・大泉ＪＢＣ)、第３０回県協会長杯中学生 

ダブルス大会、第２６回県協会長杯小学生ダブルス大会、(埼玉)深谷 

さくらカップ、(群馬)大泉間々田カップ、第２３回埼玉オープン 

中学生大会、第１０回(埼玉)本庄バレンタインカップ、第２４回 

県協会長杯中学生シングルス大会、第２４回県協会長杯小学生 

シングルス大会、第１回日本ジュニアバドミントンクラブ連合 

(ＪＣＵ)クラブ対抗団体戦  

 

２０１２(平成２４)年度 ７４回 

(群馬)新島学園中学校、(埼玉)武里中学校、第３２回(埼玉)上里 

ジュニア大会、第１８回ヨネックス埼玉オープン大会、全国中学校 

大会地区予選、第１３回全国小学生ＡＢＣ大会県予選、(群馬) 

ＫＲＳＨ前橋、(栃木)宇都宮中央ジュニア、第４３回全国中学校大会 

県予選、第３１回全日本ジュニア大会県予選、山梨遠征(鰍沢中学校)、 

仙台遠征(あおばイーグルス)、第２回(埼玉)くまがやオープンジュニア 

大会(チーム対抗戦) 、第２１回全国小学生大会県予選、第２６回 

県ジュニア年齢別大会(１２歳・１３歳)、(埼玉)江南中学校、 



(埼玉)吹上北中学校、(埼玉)深谷市民大会、第２６回県ジュニア年齢別 

大会(１５歳・１６歳)、(群馬)ＫＲＳＨ前橋、県中学校新人大会 

地区予選、(栃木)足利レジェンド、県中学校新人大会、(埼玉)深谷市民 

大会、(群馬)ＫＲＳＨ前橋、(埼玉)浦和北高校、(栃木)宇都宮ダッシン 

グクラブ、(埼玉)熊谷西高校、第３１回県協会長杯中学生ダブルス 

大会、練習会(埼玉・羽生ジュニア、栃木・宇都宮中央ジュニア)、 

第７回(埼玉)くまがやオープンジュニア大会(シングルス戦)、第２７回 

県協会長杯小学生ダブルス大会、第２４回埼玉オープン中学生大会、 

第１１回(埼玉)本庄バレンタインカップ、第２５回県協会長杯中学生 

シングルス大会、第２５回県協会長杯小学生シングルス大会、第２回 

日本ジュニアバドミントンクラブ連合(ＪＣＵ)クラブ対抗団体戦  

 

２０１３(平成２５)年度 ８４回 

第３３回(埼玉)上里ジュニア大会、第１９回ヨネックス埼玉オープン 

大会、山梨遠征(鰍沢中学校、勝沼中学校、増穂中学校、甲州大和 

中学校)、全国中学校大会地区予選、第１４回全国小学生ＡＢＣ大会 

県予選、茨城遠征(石岡中学校)、新潟遠征(はちみつジュニア、笹神 

中学校)、第４４回全国中学校大会県予選、第３２回全日本ジュニア 

大会県予選、第４４回全国中学校大会関東地区予選、仙台遠征(大和 

中学校、あおばイーグルス、プラネッツ、田子ジュニア、福島・東和 

中学校、栃木・宇都宮中央ジュニア) 、第２２回全国小学生大会 

県予選、第２７回県ジュニア年齢別大会(１２歳・１３歳)、 

第１回(栃木)ストロベリーオープンジュニア大会、第８回(埼玉)東日本 

オープンジュニア大会(シングルス戦)、(埼玉)深谷市民大会、県中学校 

新人大会地区予選、長野遠征(南木曽ジュニア、松商学園高校、蘇南 

高校)、第２２回全国小学生大会関東地区予選、茨城遠征(日本 

ウェルネススポーツ大学、静岡・伊東ＳＢＣスクール、千葉・流山 

ジュニア、柏南部ジュニア、千葉・安孫子中学校、千葉・大津ヶ丘 

中学校、千葉・富四季中学校、千葉・松戸六実中学校、千葉・白山 

中学校)、県中学校新人大会、(埼玉)深谷市民大会、練習会(長野・ 

南木曽ジュニア、長野・蘇南高校)、練習会(群馬・ＫＲＳＨ前橋、 

上尾ジュニア、吹上北中学校)、栃木遠征(宇都宮ダッシングクラブ、 

宇都宮中央ジュニア、茨城・明野ちびバド、福島・会津ジュニア、 

茨城・常総学院高校、宮城・聖ウルスラ学院高校、青森山田高校、 

埼玉栄高校)、第３２回県協会長杯中学生ダブルス大会、第３回(埼玉) 

東日本オープンジュニア大会(チーム対抗戦) 、(埼玉)川越東高校、 

第２８回県協会長杯小学生ダブルス大会、第２５回埼玉オープン 

中学生大会、(岐阜)トリッキーパンダース、第２６回県協会長杯 

中学生シングルス大会、第１回松浦進二杯オープン大会、(東京) 

宝木塚ジュニア、第２６回県協会長杯小学生シングルス大会、 

第１２回(埼玉)本庄バレンタインカップ 



２０１４(平成２６)年度 ８９回 

(栃木)宇都宮中央ジュニア練習会(宇都宮中央ジュニア)、第２０回 

ヨネックス埼玉オープン大会、千葉遠征(昭和学院中学校、貝塚中学校、 

青葉中学校、東京・宝木塚ジュニア)、全国中学校大会地区予選、 

(栃木)宇都宮中央ジュニア練習会(宇都宮中央ジュニア)、(福島)東和 

中学校練習会(東和中学校)、第１５回全国小学生ＡＢＣ大会県予選、 

茨城遠征(茗溪学園中学校、福島・東和中学校、群馬・相生中学校、 

群馬・太田中学校)、群馬遠征(薮塚ジュニア)、第４５回全国中学校 

大会県予選、第３３回全日本ジュニア大会県予選、第４５回全国 

中学校大会関東地区予選、(千葉)昭和学院中学校ジュニア研修大会、 

(群馬)ＫＲＳＨ前橋練習会(ＫＲＳＨ前橋)、(埼玉)川越東高校、 

第２３回全国小学生大会県予選、(茨城)日本ウェルネススポーツ大学 

オープン大会、第２８回県ジュニア年齢別大会(１２歳・１３歳)、 

第２回(栃木)ストロベリーオープンジュニア大会、第９回(埼玉)東日本 

オープンジュニア大会(シングルス戦)、(埼玉)深谷民大会、県中学校 

新人大会地区予選、第２８回県ジュニア年齢別大会(１５歳・１６歳)、 

(東京)渋谷ジュニア練習会(渋谷ジュニア)、静岡遠征(伊東市・ＳＢＣ 

スクール、伊東市立南中学校、県立伊東市商業高校)、第２３回 

全国小学生大会関東地区予選、(茨城)明野ちびバドオープン大会、 

茨城遠征(ジュニア強化練習会、ハルトノクラブ)、県中学校新人大会、 

第２回県ニューフェース大会、福島遠征(東和中学校、東和キッズ、 

山形・米沢ジュニア、岩手・前沢中学校、新潟ジュニア、茨城・ 

茗溪学園中学校)、第７回関東小学生オープンダブルス大会、 

(埼玉)熊谷市民大会、練習会(東京・宝木塚ジュニア)、第４回(埼玉) 

東日本オープンジュニア大会(チーム対抗戦) 、(栃木)ＵＤＣ練習会 

(宇都宮ダッシングクラブ)、第３３回県協会長杯中学生ダブルス大会、 

第２９回県協会長杯小学生ダブルス大会、第２６回埼玉オープン 

中学生大会、第１３回(埼玉)本庄バレンタインカップ、第２７回 

県協会長杯中学生シングルス大会、第２回松浦進二杯オープン大会、 

福島遠征(東和中学校、富岡第一中学校、青森・明徳中学校、岩手・ 

前沢中学校、岩手・見前南中学校、岩手・赤崎中学校、岩手・北上 

南中学校、岩手・北上中学校、岩手・飯豊中学校、岩手・湯口中学校、 

岩手・石鳥谷中学校、岩手・矢沢中学校、山形・白鷹西中学校、 

山形・米沢第二中学校、山形第四中学校、山形・長井南中学校、 

山形・南原中学校、宮城・成田中学校、宮城・角田中学校、宮城・ 

利府中学校、宮城・南小泉中学校、宮城・鹿島台中学校、宮城・ 

西山中学校、宮城・中野中学校、宮城・渡波中学校、宮城・七北田 

中学校、千葉・八千代東中学校、栃木・鹿沼北中学校、栃木・横川 

中学校、栃木・古里中学校、茨城・茗溪学園中学校、茨城・下妻東部 

中学校、茨城・下妻中学校、群馬・前橋第三中学校、群馬・元総社 

中学校、群馬・柏川中学校、群馬・箱田中学校、群馬・城西中学校)、 



第２７回県協会長杯小学生シングルス大会、(埼玉)浦和北高校練習会 

(浦和北高校、茨城・牛久久進高校) 

 

２０１５(平成２７)年度 ９６回 

第３回日本ジュニアバドミントンクラブ連合(ＪＣＵ)クラブ対抗体戦、 

(群馬)ＫＲＳＨ前橋練習会(ＫＲＳＨ前橋)、山梨遠征(鰍沢中学校、 

鰍沢スポーツ少年団)、三重遠征(誠之スポーツ少年団、津市立南が丘 

中学校、四日市中学校)、第３５回(埼玉)上里ジュニア大会、茨城遠征 

(茗溪学園中学校、明野中学校、群馬・ＫＲＳＨ前橋、千葉・昭和学院 

中学校、千葉・八千代東中学校)、(埼玉)深谷市民大会、(埼玉)熊谷 

市民大会、(群馬)ＫＲＳＨ前橋練習会(ＫＲＳＨ前橋)、福島遠征 

(東和中学校、足達高校、山形・米沢ジュニア、山形・白鷹中学校、 

山形・長井ジュニア、山形・長井南中学校、栃木・鬼怒中学校、栃木・ 

ＮＡＮＡＨＡジュニア)、(福島)東和中学校練習会(東和中学校)、 

第１６回全国小学生ＡＢＣ大会県予選、全国中学校大会地区予選、 

(群馬)ＫＲＳＨ前橋練習会(ＫＲＳＨ前橋)、第１回(岩手)東日本中学生 

交流大会(前沢中学校、小山中学校、江刺第一中学校、衣川中学校、 

水沢中学校、飯豊中学校、湯口中学校、赤崎中学校、北上中学校、 

北上南中学校、江釣子中学校、南城中学校、見前南中学校、矢巾北 

中学校、前沢高校、花北青雲高校、宮城・八乙女中学校、宮城・ 

角田中学校、宮城・大河原中学校、宮城・西山中学校、秋田・八郎潟 

中学校、秋田・岩城中学校、秋田・美郷中学校、秋田・西仙北中学校、 

山形・米沢ジュニア、山形・長井ジュニア、山形第四中学校、福島・ 

東和中学校、茨城・下妻ジュニア)、第４６回全国中学校大会県予選、 

第３４回全日本ジュニア大会県予選、(千葉)昭和学院中学校ジュニア 

研修大会、(埼玉)熊谷西高校、(埼玉)川越東高校、(群馬)ＫＲＳＨ前橋 

練習会(ＫＲＳＨ前橋、埼玉・ＳＧＡ、神奈川・片平ブレイヴ、栃木・ 

ガティジュニア)、第２９回県ジュニア年齢別大会(１２歳・１３歳)、 

第３回(栃木)ストロベリーオープンジュニア大会、第２４回全国 

小学生大会県予選、練習会(岩手・ハイタッチジュニア、 

大阪・上之島ジュニア)、第１０回(埼玉)東日本オープンジュニア大会 

(シングルス戦)、練習会(茗溪学園中学校、群馬・ＫＲＳＨ前橋、群馬・ 

薮塚ジュニア、東京・渋谷ジュニア、東京・宝木塚ジュニア、栃木・ 

足利第三中学校、岩手・ハイタッチジュニア、大阪・上之島ジュニア)、 

山梨遠征(鰍沢中学校、増穂中学校)、(埼玉)深谷市民大会、県中学校 

新人大会地区予選、第２９回県ジュニア年齢別大会(１５歳・１６歳)、 

新潟遠征(小須戸スポーツ少年団、はちみつジュニア、ハッピー 

ジュニア、新津ジュニア、神山ジュニア、岩室ジュニア、燕中学校、 

小針中学校、新津工業高校、群馬・ＫＲＳＨ前橋)、(茨城)明野ちび 

バドオープン大会、茨城ジュニア強化練習会、県中学校新人大会、 

第３回県ニューフェース大会、(埼玉)深谷市民大会、(栃木)足利 



練習会(足利第三中学校)、福島遠征(東和中学校、富岡第一中学校、 

本宮中学校、白河東中学校、松陵中学校、衣川中学校、若松第四 

中学校、岩手・水沢中学校、岩手・江刺第一中学校、岩手・前沢 

中学校、岩手・小山中学校、岩手・水沢南中学校、岩手・東水沢 

中学校、山形・白鷹中学校、山形・長井ジュニア、山形・長井北 

中学校、山形・長井南中学校、山形・米沢第二中学校)、 

(群馬)ＫＲＳＨ前橋練習会(ＫＲＳＨ前橋)、(埼玉)川越東高校、第５回 

(埼玉)東日本オープンジュニア大会(チーム対抗戦) 、(群馬)新島学園 

中学校、(群馬)太田女子高校、(埼玉)鴻巣高校、第３４回県協会長杯 

中学生ダブルス大会、練習会(群馬・昭和ジュニア)、(群馬)ＫＲＳＨ 

前橋練習会(ＫＲＳＨ前橋)、第１４回(埼玉)本庄バレンタインカップ、 

新潟遠征(小須戸練習会―小須戸スポーツ少年団、はちみつジュニア、 

新津ジュニア、神山ジュニア、つばめインパクト、しばたシャトル 

モンキー、宮城・横倉ジュニア、山形・山口ジュニア、千葉・川間 

ジュニア)、第１５回(新潟)小須戸小学生団体戦、第９回(栃木) 

マロニエオープンジュニア大会、(栃木)足利強化練習会(足利第三 

中学校、足利西中学校、栃木市東陽中学校)、栃木遠征(足利第三 

中学校、足利西中学校、足利山辺中学校、足利毛野中学校、足利協和 

中学校、宇都宮大学附属中学校、小山城南中学校、小山間々田中学校、 

落合中学校)、第２８回県協会長杯中学生シングルス大会、第２５回 

(神奈川)愛川オープン中学生大会、第２８回県協会長杯小学生 

シングルス大会、(埼玉)叡明高校 

 

２０１６(平成２８)年度 ７２回 

第３９回(東京)フジ杯多摩地区ジュニア中学生シングルス大会、新潟 

遠征(小須戸練習会―小須戸スポーツ少年団、はちみつジュニア、新津 

ジュニア、神山ジュニア、中野島ジュニア、岩室ジュニア、柏崎 

ジュニア、燕中学校、柏崎東中学校、北越高校、福島・葵ジュニア、 

長野北部中学校、千葉・西武台千葉中学校)、(新潟)小須戸中学生 

団体戦、第１３回(埼玉)春日部白翔オープン中学生大会、 山梨遠征 

(勝沼中学校、甲府商業高校)、静岡遠征(富士宮第四中学校)、栃木遠征 

(足利西中学校、足利毛野中学校)、茨城遠征(茗溪学園中学校)、 

東京遠征(練馬区立大泉中学校)、第３６回(埼玉)上里ジュニア大会、 

第２２回ヨネックス埼玉オープン大会、(埼玉)深谷市民大会、 

福島遠征(会津若松強化練習会―東和キッズ、坂下中学校、ＧＰＷ 

ジュニア、白河東中学校、白河第二中学校、会津ジュニア、裏磐梯 

ジュニア、葵クラブ、会津学鳳中学校、若松第一中学校、福島 

スマッシュ、Ｒバドジュニア、羽球ＬＯＶＥ、山形第三中学校、 

山形第六中学校、宮城・塩竃ジュニア、宮城・西中田ジュニア、宮城・ 

北方クラブ、宮城・東北学院中学校、宮城・ＢＰＣ仙台、新潟・ 

小須戸スポーツ少年団、新潟・新津ジュニア、新潟・神山ジュニア、 



新潟・岩室ジュニア、新潟ジュニア、栃木・宇都宮ダッシングクラブ、 

長野北部中学校、茨城・柴ジュニア、茨城・三和中学校、明野ちび 

バド)、福島遠征(東和中学校、山形・長井ジュニア、山形・米沢 

ジュニア、岩手・前沢中学校、栃木・宇都宮中央ジュニア)、 

第５回(東京)町田オープンジュニアシングルス大会、第１７回全国 

小学生ＡＢＣ大会県予選、全国中学校大会地区予選、第２回(岩手) 

東日本中学生交流大会(前沢中学校、小山中学校、赤崎中学校、 

江刺第一中学校、衣川中学校、水沢中学校、湯口中学校、北上中学校、 

見前南中学校、水沢南中学校、東水沢中学校、磐井中学校、前沢高校、 

花北青雲高校、水沢農業高校、秋田・八郎潟中学校、秋田・八郎潟 

レイクジュニア、秋田・ＡＣＴ、秋田・八乙女中学校、宮城・西山 

中学校、宮城・登米中田中学校、山形・米沢ジュニア、山形・長井 

ジュニア、山形第四中学校、福島・東和中学校、茨城・柴ジュニア、 

群馬・ＫＲＳＨ前橋、栃木・宇都宮中央ジュニア)、第４７回全国 

中学校大会県予選、練習会(群馬・ＫＲＳＨ前橋、群馬・大泉ＪＢＣ、 

東京・渋谷ジュニア)、第３５回全日本ジュニア大会県予選、第４７回 

全国中学校大会関東地区予選、埼玉)川越東高校、第４１回全国小学生 

群馬県予選、(千葉)昭和学院中学校ジュニア研修大会、(埼玉)叡明高校、 

(東京)渋谷ジュニア合宿練習(東京・稲城ジュニア)、(埼玉)浦和北高校、 

第７回(神奈川)三条クラーク杯ジュニア大会、第３０回(神奈川)相模原 

オープン中学生選手権大会、第２５回全国小学生大会県予選、第３０ 

回県ジュニア年齢別大会(１２歳・１３歳)、第４回(栃木)ストロベリー 

オープン中学生ダブルス大会、第１１回(埼玉)東日本オープン 

ジュニア大会(シングルス戦)、練習会(群馬・ＫＲＳＨ前橋、 

群馬・高崎ジュニア、群馬・ガディジュニア、東京・渋谷ジュニア、 

埼玉・ビッキーズ)、第１回(埼玉)毛呂山チャレンジカップ、 

県中学校新人大会地区予選、第３０回県ジュニア年齢別大会(１５歳・ 

１６歳)、第６回(神奈川)綾瀬ジュニア大会バドミントンクラブ杯、 

(群馬)新島学園中学校、練習会(群馬・ＫＲＳＨ前橋、群馬・高崎 

ジュニア、群馬・大泉ＪＢＣ、栃木・足利レジェンズ、栃木・宇都宮 

中央ジュニア、東京・渋谷ジュニア、東京・青梅ジュニア、神奈川・ 

片平ブレイヴ、神奈川・羽飛、ＮＰ神奈川、埼玉・ビッキーズ、埼玉・ 

ＳＧＡ、埼玉・嵐山ジュニア)、第１５回(茨城)明野ちびバドオープン 

シングルス大会、(群馬)新島学園中学校、(群馬) ＫＲＳＨ前橋、 

練習会(茗溪学園中学校、岩瀬東中学校、千葉・八千代東中学校)、 

第１５回(茨城)明野ちびバドオープン中学生団体戦、(群馬)新島学園 

中学校、県中学校新人大会、(神奈川)三条クラークジュニア練習会 

(神奈川・ホワイトベース、神奈川・横浜白山スポーツ少年団、東京・ 

八王子キッズバドラー)、(茨城)常総学院高校、茨城ジュニア強化 

練習会、第４回県ニューフェース大会、(群馬)ＫＲＳＨ前橋練習会 

(ＫＲＳＨ前橋、栃木・ガディジュニア、新潟・神山ジュニア、新潟・ 



しばたシャトルモンキー)、第６回(埼玉)東日本オープンジュニア大会 

(チーム対抗戦) 、第７回(神奈川)相模原オープン小学生選手権大会、 

第４１回(東京)フジ杯多摩地区ジュニア中学生ダブルス大会、 

(埼玉)鴻巣高校、第３５回県協会長杯中学生ダブルス大会、第６回 

(神奈川)愛川オープン小学生大会、第２８回埼玉中学生オープン大会、 

新潟遠征(中学生―敬和学園大学、燕市立吉田中学校)(小学生・小須戸 

練習会―小須戸スポーツ少年団、はちみつジュニア、新津ジュニア、 

五泉バンビーノ、つばめインパクト、小野ジュニア、直江津ジュニア、 

ウイニングロード、白根エンゼルス、しばたシャトルモンキー、宮城・ 

横倉ジュニア、山形・山口スポーツ少年団、福島・東和キッズ、 

東京・渋谷ジュニア、千葉・川間ジュニア)、第１６回(新潟)小須戸 

小学生団体戦、(栃木)足利強化練習会(足利第三中学校、足利西中学校、 

足利山辺中学校、足利毛野中学校、足利協和中学校、栃木市東陽 

中学校、小山桑中学校、群馬・太田東中学校、千葉・八千代東中学校)、 

第１０回(栃木)マロニエオープンジュニア大会、第１５回(埼玉)本庄 

バレンタインカップ、福島遠征(東和中学校、東和キッズ、富岡第一 

中学校、青森・明徳中学校、岩手・前沢中学校、岩手・小山中学校、 

岩手・赤崎中学校、岩手・湯口中学校、山形・白鷹中学校、山形・ 

長井北中学校、山形・長井南中学校、山形・米沢第二中学校、宮城・ 

角田中学校、宮城・多賀城第二中学校、栃木・陽北中学校、栃木・ 

宇都宮大学附属中学校、足利レジェンド、茨城・柴ジュニア、茨城・ 

茗溪学園中学校、茨城・下妻東部中学校、群馬・太田中学校、東京・ 

渋谷ジュニア、東京・稲城ジュニア)、第２９回県協会長杯小学生 

シングルス大会、第２９回県協会長杯中学生シングルス大会、第５回 

(神奈川・川﨑)小学生交流大会、第２６回(神奈川)愛川オープン中学生 

大会、(埼玉)川越東高校、(茨城)茗溪学園練習会(茗溪学園中学校、 

神奈川・本郷中学校、神奈川・有馬中学校)、県中学生強化練習会 

 

２０１７(平成２９)年度 ７１回 

第４０回(東京)フジ杯多摩地区ジュニア中学生シングルス大会、 

新潟遠征(小須戸練習会―小須戸スポーツ少年団、はちみつジュニア、 

新津ジュニア、神山ジュニア、中野島ジュニア、直江津つばさ 

ジュニア、吉田中学校、柏崎東中学校、亀田西中学校、曽野木中学校、 

新津工業高校、千葉・西武台千葉中学校)、(新潟)小須戸中学生団体戦、 

新潟遠征(東新潟中学校、はちみつジュニア)、(群馬)伊勢崎清明高校、 

(茨城)茗溪学園練習会(茨城・茗溪学園中学校、千葉・八千代東中学校、 

千葉・昭和学院中学校)、栃木遠征(足利毛野中学校、小山桑中学校、 

群馬・笠懸中学校)、静岡遠征(富士宮第四中学校、富士宮第二中学校、 

富士根南中学校、門野中学校)、第３７回(埼玉)上里ジュニア大会、 

神奈川遠征(本郷中学校、大庭中学校、有馬中学校、稲城ジュニア)、 

第２３回ヨネックス埼玉オープン大会、(埼玉)川越東高校、福島遠征 



(東和中学校、白河東中学校、山形・長井ジュニア、山形・米沢 

ジュニア、岩手・前沢中学校、栃木・宇都宮中央ジュニア)、第６回 

(東京)町田オープンジュニアシングルス大会、全国中学校大会地区 

予選、第１８回全国小学生ＡＢＣ大会県予選、神奈川大学、第３回 

(岩手)東日本中学生交流大会(東水沢中学校、江刺第一中学校、胆沢 

中学校、前沢中学校、湯口中学校、赤崎中学校、北上中学校、水沢 

南中学校、衣川中学校、前沢高校、福島・東和中学校、秋田・八郎潟 

中学校、秋田・美郷中学校、秋田・ＡＣＴジュニア、山形・長井 

ジュニア、山形・長井南中学校、山形・長井北中学校、山形第四 

中学校、山形・米沢ジュニア、山形・米沢第二中学校、山形・南部 

中学校、宮城・角田中学校、宮城・東華中学校、茨城・柴ジュニア、 

茨城・下妻東部中学校、栃木・宇都宮中央ジュニア、栃木・宇都宮 

大学附属中学校、栃木・陽北中学校、群馬・ＫＲＳＨ前橋、群馬・ 

桐生桜木中学校、群馬・桐生新里中学校)、練習会(静岡・富士宮 

第四中学校、東京・稲城ジュニア、栃木・宇都宮中央ジュニア、 

群馬・ＫＲＳＨ前橋）、(茨城)茗溪学園練習会(茗溪学園中学校、茨城・ 

茗溪学園高校)、(埼玉)川越東高校、練習会(東京・渋谷ジュニア)、 

第４８回全国中学校大会県予選、第３６回全日本ジュニア大会県予選、 

第４２回全国小学生群馬県予選、(千葉)昭和学院中学校ジュニア研修 

大会、第８回(神奈川)三条クラーク杯ジュニア大会、第２６回 

全国小学生大会県予選、第３１回県ジュニア年齢別大会(１２歳・１３ 

歳)、第５回(栃木)ストロベリーオープン中学生ダブルス大会、 

第１２回(埼玉)東日本オープンジュニア大会(シングルス戦)、 

第１６回(茨城)明野ちびバドオープンシングルス大会、第３１回 

県ジュニア年齢別大会(１５歳・１６歳)、県中学校新人大会地区予選、 

第７回(神奈川)綾瀬ジュニア大会バドミントンクラブ杯、第２６回 

全国小学生関東地区予選、新潟遠征(小須戸練習会―小須戸スポーツ 

少年団、神山ジュニア、つばめインパクト、白根インパクト、 

ウイニングロード、しばたシャトルモンキー、新津工業高校、 

福島・葵クラブ、福島ジュニア、長野・更科中学校、千葉・川間 

ジュニア)、(埼玉)川越東高校、第１６回(茨城)明野ちびバドオープン 

中学生団体戦、練習会(東京・八王子キッズバドラー)、県中学校新人 

大会、第１３回(新潟)阿賀野オープンジュニア大会(小学生)、福島遠征 

(東和中学校)、練習会(福島・東和中学校)、第７回(埼玉)東日本 

オープンジュニア大会(チーム対抗戦) 、第８回(神奈川)相模原 

オープン小学生選手権大会、第４２回(東京)フジ杯多摩地区ジュニア 

中学生ダブルス大会、練習会(東京・八王子キッズバドラー)、 

(埼玉)鴻巣高校、練習会(東京・渋谷ジュニア)、第３６回県協会長杯 

中学生ダブルス大会、第１６回(埼玉)本庄バレンタインカップ、 

新潟遠征(小須戸練習会―小須戸スポーツ少年団、はちみつジュニア、 

新津ジュニア、五泉バンビーノ、つばめインパクト、小野ジュニア、 



ウイニングロード、しばたシャトルモンキー、神山ジュニア、宮城・ 

横倉ジュニア、福島・東和キッズ、東京・渋谷ジュニア、東京・ 

八王子キッズバドラー、千葉・川間ジュニア)、第１７回(新潟)小須戸 

小学生団体戦、第１１回(栃木)マロニエオープンジュニア大会、 

練習会(群馬・ＫＲＳＨ前橋)、第３０回県協会長杯中学生シングルス 

大会、第３０回県協会長杯小学生シングルス大会、第９回(神奈川) 

三条クラーク杯ジュニア大会、(福島)東和キッズ練習会(東和キッズ、 

白河東ジュニア、裏磐梯ジュニア、郡山ジュニア、茨城・藤代 

ジュニア、東京・八王子キッズバドラー) 

 

２０１８(平成３０)年度 ４０回  

福島遠征(東和キッズ練習会―東和キッズ、白河東ジュニア、裏磐梯 

ジュニア、郡山ジュニア、新潟・小須戸スポーツ少年団、茨城・藤代 

ジュニア、東京・八王子キッズバドラー)、新潟遠征(小須練習会― 

小須戸スポーツ少年団、新津ジュニア、中の島ジュニア、白根 

エンゼルス、柏崎ジュニア、亀田西中学校、新津工業高校、新津南 

高校、長野・北部中学校)、(新潟)小須戸中学生団体戦、(福島)会津 

強化練習会、(東京)渋谷ジュニア合宿練習、練習会(東京・八王子 

キッズバドラー、東京・練馬アドバンス、東京・町田ジュニア、 

東京・豊島シャトルズ、栃木・今市ジュニア、群馬・ブリングアップ、 

群馬・ＫＲＳＨ前橋)、練習会(埼玉・久喜ＡＢＣ)、(群馬)ＫＲＳＨ 

前橋練習会(ＫＲＳＨ前橋)、第３８回(埼玉)上里ジュニア大会、 

第２４回ヨネックス埼玉オープン大会、第７回(神奈川)小学生初心者 

交流大会、第４回(神奈川)中学生オープン大会、新潟遠征(小須戸 

練習会―小須戸スポーツ少年団、神山ジュニア、はちみつジュニア、 

燕中学校、木戸中学校、東新潟中学校、宮城・横倉ジュニア、宮城・ 

角田中学校、宮城・荒浜中学校、山形・山口スポーツ少年団、山形・ 

天童第二中学校、山形・天童第四中学校、福島・東和中学校、福島・ 

葵クラブ、長野・北部中学校、長野・更北中学校、千葉・川間 

ジュニア、西武台千葉中学校)、福島遠征(東和中学校、岩手・前沢 

中学校、岩手・赤崎中学校、岩手・湯口中学校、岩手・見前南中学校、 

岩手・岩手大学付属中学校、山形・長井ジュニア、山形・米沢 

ジュニア、山形第四中学校、宮城・角田中学校、宮城・プラネッツ、 

栃木・宇都宮中央ジュニア、茨城・柴ジュニア)、第７回(東京)町田 

オープンジュニアシングルス大会、全国中学校大会地区予選、 

第１９回全国小学生ＡＢＣ大会県予選、練習会(群馬・ブリングアップ)、 

県中学校新人大会地区予選、第４回(埼玉)毛呂山チャレンジカップ、 

第４回(岩手)東日本中学生交流大会(前沢中学校、胆沢中学校、江刺 

第一中学校、衣川中学校、赤崎中学校、宮城・角田中学校、宮城・ 

仙台第二中学校、宮城・北方クラブ、宮城・西山学校、山形・米沢 

第六中学校、山形・長井南中学校、山形・長井北中学校、山形・ 



米沢第二中学校、山形第四中学校、秋田・美郷中学校、秋田・ 

西仙北中学校、秋田・南高中学校、秋田西中学校、秋田・能代南 

中学校、秋田・西北中学校、秋田・八郎潟中学校、福島・東和中学校、 

茨城・柴ジュニア、栃木・宇都宮中央ジュニア、群馬・ＫＲＳＨ前橋、 

東京・八王子キッズバドラー)、(群馬)大泉町総合大会、第４９回全国 

中学校大会県予選、第３７回全日本ジュニア大会県予選、(福島)東和 

キッズ練習会、日中交流会(北京ジュニア)、第２７回(東京)城南 

リーグＵ-１４サマートーナメント、第３２回(神奈川)相模原オープン 

中学生選手権大会、(東京)渋谷ジュニア合宿練習、第２７回全国小学 

生大会県予選、第３２回県ジュニア年齢別大会(１２歳・１３歳)、 

第１３回(埼玉)東日本オープンジュニア大会(シングルス戦)、(埼玉 

)川越東高校、練習会(東京・渋谷ジュニア)、(埼玉)川越東高校、 

県中学校新人大会地区予選、第８回(神奈川)綾瀬ジュニア大会バドミ 

ントンクラブ杯、新潟遠征(神山ジュニア練習会―小須戸スポーツ少年 

団、白根ジュニア、しばたシャトルモンキー、福島・東和キッズ、 

福島・葵クラブ、福島・スマッシュジュニア、千葉・川間ジュニア)、 

県中学校新人大会、第６回県ニューフェース大会、(埼玉)川越東高校、 

第４回(茨城)大井沢オープン大会、第８回(埼玉)東日本オープンジュニ 

ア大会(チーム対抗戦) 、(埼玉)鴻巣高校、第３７回県協会長杯中学生 

ダブルス大会、第８回(神奈川)愛川オープン小学生大会、第１７回 

(埼玉)本庄バレンタインカップ、新潟遠征(小須戸練習会)、第１８回 

(新潟)小須戸小学生団体戦、第３１回県協会長杯中学生シングルス 

大会、(福島)東和中学校練習会、第３１回県協会長杯小学生シングル 

ス大会、第２８回(神奈川)愛川オープン中学生大会、(東京)八王子 

キッズバドラー合宿練習(東京・渋谷ジュニア、東京・稲城ジュニア、 

東京・サザンウイングス、東京・ホワイトバーズ、神奈川・ 

ＦＵＴＡＧＯジュニア、群馬・神明ジュニア、群馬・ＭＣジュニア) 

 

２０１９(平成３１、令和元)年度 ４４回 

(東京)八王子キッズバドラー合宿練習(東京・渋谷ジュニア、東京・ 

稲城ジュニア、東京・サザンウイングス、東京・ホワイトバーズ、 

神奈川・ＦＵＴＡＧＯジュニア、群馬・神明ジュニア、群馬・ＭＣ 

ジュニア)，新潟遠征(小学生・中学生 小須戸練習会―小須戸 

スポーツ少年団、燕中学校、燕スポーツ少年団、柏崎東中学校、 

ハッピーバドミントン、シャイニングロード、新津工業高校、 

新津ジュニア、亀田西中学校、宮城・横倉ジュニア、福島・葵クラブ、 

山形・山口スポーツ少年団、長野・北部中学校、長野・更北中学校、 

、西武台千葉中学校) 、(新潟)小須戸中学生団体戦、新潟遠征(小学生 

―はちみつジュニア)、練習会(上尾ジュニア、東京・練馬アドバンス、 

東京・八王子キッズバドラー、群馬・ＫＲＳＨ前橋、群馬・神明 

ジュニア、群馬・ＭＣジュニア、栃木・宇都宮ＪＢ)、(群馬)ＫＲＳＨ 



前橋練習会(ＲＳＨ前橋、栃木・ＺＥＲＯジュニア、栃木・ガティ 

ジュニア、新潟・小須戸スポーツ少年団、埼玉・ＳＧＡ)、第１０回 

(神奈川)三条クラーク杯ジュニア大会、(宮城)角田スポーツ少年団 

交流大会(横倉ジュニア、角田ジュニア、新潟・小須戸スポーツ少年団、 

岩手・前沢ジュニア、福島・東和ジュニア、山形・山口ジュニア、 

宮城・ＳＪＣ、千葉・川間ジュニア、千葉・プログレスジュニア、 

群馬・大泉ＪＢＣ)第３９回(埼玉)上里ジュニア大会、第２５回 

ヨネックス埼玉オープン大会、福島遠征(会津強化交流会―福島・ 

ＧＰＷジュニア、福島・東和中学校、福島・葵バドミントン、福島・ 

坂下中学校、福島・会津ジュニア、福島・裏磐梯ジュニア、福島・ 

裏磐梯中学校、福島・門田ジュニア、福島ジュニア、山形・大沢 

中学校、山形第六中学校、宮城・東北学院中学校、宮城・西中田 

ジュニア、宮城・北方クラブ、新潟・小須戸スポーツ少年団、 

新潟ジュニア、新潟・新津ジュニア、新潟・神山ジュニア、長野市立 

北部中学校、茨城・アブレイズ、茨城・大井沢バドミントン、栃木・ 

ＵＤＣ)、練習会(群馬・大泉ＪＢＣ)、第８回(東京)町田オープン 

ジュニアシングルス大会、(栃木)ＺＥＲＯジュニア練習会(ＺＥＲＯ 

ジュニア、群馬・前橋第一中学校、栃木・益子中学校、栃木・今市 

中学校、栃木・今泉ジュニア、栃木・上河内ＢＣ、茨城・大井沢 

バドミントン)、練習会(新潟・小須戸スポーツ少年団、栃木・ 

ガティジュニア、群馬・大泉ＪＢＣ、群馬・ＫＲＳＨ前橋、東京・ 

淑徳巣鴨中学校、埼玉・上尾ジュニア)、第６９回全日本実業団選手権 

大会見学、全国中学校大会地区予選、第２０回全国小学生ＡＢＣ大会 

県予選、(福島)東和キッズ練習会(東和キッズ、福島・東和中学校、 

福島・Ｇ－ｅｇｇクラブ、岩手・南城小育成会、宮城・大沢ジュニア、 

新潟・神山ジュニア、群馬・神明ジュニア)、(埼玉)川越東高校、 

第５０回全国中学校大会県予選、第３８回全日本ジュニア大会県予選、 

(神奈川)平塚オープン小学生大会、(埼玉)川越東高校、(埼玉)川越東 

高校、第３３回(神奈川)相模原オープン中学生大会、第２８回全国 

小学生大会県予選、(東京)渋谷ジュニア合宿、第３３回県ジュニア 

年齢別大会(１２歳・１３歳)、(埼玉)川越東高校、第９回(埼玉)東日本 

オープンジュニア大会(チーム対抗戦) 、第９回(神奈川)綾瀬ジュニア 

大会バドミントンクラブ杯、(栃木)ＺＥＲＯジュニア練習会(群馬・ 

神明ジュニア、群馬・前橋第一中学校、栃木・宇都宮ＪＢ)、(群馬) 

ＫＲＳＨ前橋練習会、県中学校新人大会地区予選、第１８回(茨城) 

明野ちびオープン小学生大会、(埼玉)川越東高校、県中学校新人大会、 

第７回県ニューフェース大会、(群馬)神明ジュニア練習会(群馬・Junk 

 Story、群馬・天沼ジュニア、群馬・大泉ＪＢＣ、群馬・高崎ジュニ 

ア、群馬・ＮＢＣあずま、群馬・ＭＣジュニア、栃木・ＺＥＲＯ 

ジュニア、千葉・川間ジュニア、埼玉・上里ジュニアシャトル)、 

第１４回(埼玉)東日本オープンジュニア大会(シングルス戦)、第１０回 



(神奈川)相模原オープン小学生大会、(群馬)ＫＲＳＨ前橋練習会、 

第３８回県協会長杯中学生ダブルス大会、第５回(茨城)大井沢 

オープンシングルス大会、第１８回(埼玉)本庄バレンタインカップ 

２０２０(令和２)年度 １７回 

＊新型コロナウィルス感染症拡大のため、自粛による遠征・各種大会・

練習会の中止多数あり。 

＊主催大会「第１０回東日本オープンジュニア大会(チーム対抗戦) 」 

は新型コロナウィルス感染症拡大のため、自粛により開催を中止。 

＊主催大会「第１５回東日本オープンジュニア大会(シングルス戦) 」 

は新型コロナウィルス感染症拡大のため、自粛により開催を中止。 

 

(新潟)小須戸練習会(新型コロナウィルス感染症拡大予防のため中止)、 

(新潟)小須戸小学生大会(新型コロナウィルス感染症拡大予防のため 

中止)、第４０回(埼玉)上里ジュニア大会(新型コロナウィルス感染症 

拡大予防のため中止)、第２６回ヨネックス埼玉オープン大会(新型 

コロナウィルス感染症拡大予防のため中止)、第９回(東京)町田 

オープンシングルス大会(新型コロナウィルス感染症拡大予防のため 

中止)、全国中学校大会地区予選(新型コロナウィルス感染症拡大予防 

のため中止)、第２１回全国小学生ＡＢＣ大会県予選(新型コロナ 

ウィルス感染症拡大予防のため中止)、第５１回全国中学校大会県予選 

(新型コロナウィルス感染症拡大予防のため中止)、第３９回全日本 

ジュニア大会県予選(新型コロナウィルス感染症拡大予防のため中止)、 

第２９回全国小学生大会県予選、第３４回県ジュニア年齢別大会(１２ 

歳・１３歳) (新型コロナウィルス感染症拡大予防のため中止)、 

主催練習会(茨城・桜川ジュニア、茨城・大井沢バドミントン、 

茨城・東少年、茨城・アブレイズ、群馬・神明ジュニア、群馬・ＭＣ 

ジュニア、群馬・大泉ＪＢＣ、栃木・ガティジュニア、栃木・ 

ＺＥＲＯジュニア、埼玉・埼玉中学生、埼玉・シャトルず)、(埼玉) 

久喜ＡＢＣ練習会、第２９回全国小学生大会関東地区予選(新型コロナ 

ウィルス感染症拡大予防のため中止)、第３４回県ジュニア年齢別大会 

(１５歳・１６歳) (新型コロナウィルス感染症拡大予防のため中止)、 

県中学校新人大会地区予選、主催練習会(埼玉・松伏中学校)、第８回 

県ニューフェース大会、(埼玉)川越ジュニア練習会、県中学校新人 

大会、(東京)渋谷ジュニア練習会(東京・たなしＭＡＸジュニア、東京・ 

練馬アドバンス、東京・八王子キッズバドラー、東京・鷹番ジュニア、 

神奈川・ＮＰ神奈川)、関東小学生バドミントン連盟個人戦オープン 

大会、主催練習会(宮城・仙台ＳＪＣ、福島・相馬ジュニア、山梨・ 

英和中学校、茨城・桜川ジュニア、千葉・大森ジュニア、群馬・Junk  

Story、東京・高三小練習会、東京・練馬アドバンス、東京・小平 

ジュニア、東京・宝木塚ジュニア、東京・渋谷ジュニア、東京・ 

八王子キッズバドラー、埼玉・Frogs、埼玉・三室中学校、埼玉・ 



ＫＭＫ、埼玉・上里中学生、埼玉・上里ジュニア、埼玉・都幾川 

シャトルズ、埼玉中学生、埼玉・シャトルず、TEAM ジュニア、埼玉・ 

所沢ジュニア、埼玉・久喜ＡＢＣ)、第１１回(神奈川)相模原オープン 

小学生大会、主催練習会(東京・渋谷ジュニア、千葉・川間ジュニア、 

群馬・Junk  Story)、主催練習会(東京・八王子キッズバドラー、埼玉・ 

行田ジュニア、埼玉・上里中学生)、日本小学生バドミントンフェス 

ティバル、第３３回県協会長杯小学生シングルス大会、第４４回(東京) 

フジ杯多摩地区ジュニアシングルス大会 

 

２０２１(令和３)年度 １回 

第４４回(東京)フジ杯多摩地区ジュニアシングルス大会、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


