
 第１回大会　平成7年10月14日(土)～15日(日)　宮城県 多賀城市総合体育館
　種　目 順位

優　勝 長谷川　　　亮 (青森) 浪岡ジュニア 佐　野　志織梨 (宮城) 連坊ジュニア

準優勝 藤　枝　亮　尚 (宮城) 四郎丸ジュニア 山　口　美鋭子 (山形) 米沢西部

第３位 青　柳　貴　士 (山形) いつきバドスポ少 川　村　益　美 (岩手) 矢沢小スポ少

第３位 中　塚　寛　明 (岩手) 矢巾ジュニアスポ少 松　田　紀　子 (山形) 山口バドスポ少

優　勝 阿　部　　　修 (宮城) 連坊ジュニア 佐　藤　美　沙 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 伊　藤　孝　祐 (宮城) 連坊ジュニア 永　沢　美　佳 (宮城) 塩竃ジュニア

第３位 石　井　赳　人 (宮城) あおばイーグルス 櫻　井　麻　樹 (宮城) 塩竃ジュニア

第３位 宮　崎　賢　治 (岩手) 高松クラブ 小野寺　由　佳 (宮城) 仙台東部ジュニア

加　藤　浩　史 (宮城) 仙台東部ジュニア 安　藤　千絵美 (宮城) 塩竃ジュニア

伊　深　英　晃 千　葉　仁　美

熊　谷　　　徹 (岩手) 矢沢小スポ少 佐々木　愛　子 (宮城) 塩竃ジュニア

６年生 藤　本　雄　一 桜　井　ちひろ

以　下 今　野　雅　史 (宮城) 四郎丸ジュニア 沼　津　美　香 (宮城) 花山スポ少

阿　部　憲太郎 佐々木　なおみ

門　脇　心　平 (山形) いつきバドスポ少 福　田　　　愛 (宮城) 塩竃ジュニア

安　達　茂　孝 斉　藤　沙　智

武　蔵　祐　輔 (宮城) 連坊ジュニア 平　山　　　優 (宮城) 塩竃ジュニア

武　蔵　祥　輔 桜　井　温　子

武　　　正　幸 (宮城) 仙台東部ジュニア 古　山　菜　採 (宮城) 仙台東部ジュニア

５年生 佐々木　哲　郎 渡　辺　ちひろ

以　下 後　藤　恵　太 (山形) 山口バドスポ少 菊　池　友　紀 (宮城) 塩竃ジュニア

森　谷　　　徹 阿　部　有佳理

上　野　宏　幸 (山形) いつきバドスポ少 今　井　睦　美 (宮城) 田子ジュニア

菅　原　亮　一 田　島　朝　美

  第２回大会　平成8年10月26日(土)～27日(日)　宮城県　東北工業大学体育館

　種　目 順位
優　勝 芳　賀　　　涼 (宮城) 仙台東部ジュニア 佐　藤　美　沙 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 伊　藤　孝　祐 (山形) 南部シャトル 永　沢　美　佳 (宮城) 塩竃ジュニア

第３位 阿　部　　　修 (宮城) 連坊ジュニア 小野寺　由　佳 (宮城) 仙台東部ジュニア

第３位 中　山　大　聡 (青森) 浪岡ジュニア 千　葉　良　恵 (宮城) 花山バドスポ少

優　勝 辻　　　隼　人 (宮城) 仙台東部ジュニア 桜　井　温　子 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 佐々木　広　幸 (福島) 福島ジュニア 平　山　　優 (宮城) 塩竃ジュニア

第３位 森　　　政　洋 (福島) 福島ジュニア 櫻　井　麻　樹 (宮城) 塩竃ジュニア

第３位 竹　田　怜　史 (宮城) 岩沼ジュニア 加　藤　明　子 (宮城) 田子ジュニア

昆　　　和　秀 (岩手) 矢巾ジュニアスポ少 須　藤　なつみ (山形) 山口バドスポ少

佐々木　和　紀 松　田　由　梨

後　藤　悠　馬 (山形) 山口バドスポ少 古　山　文　恵 (宮城) 連坊ジュニア

６年生 後　藤　恵　太 日　下　亜希子

以　下 武　蔵　祐　輔 (宮城) 連坊ジュニア 今　井　睦　美 (宮城) 田子ジュニア

武　蔵　祥　輔 田　島　朝　美

村　山　義　紀 (山形) 山口バドスポ少 大　塚　　　恵 (山形) 日新バドスポ少

森　谷　　　徹 渡　辺　千　洋

池　田　　　健 (宮城) 岩沼ジュニア 古　山　菜　採 (宮城) 仙台東部ジュニア

椎　名　優　智 渡　辺　ちひろ

千　葉　幸　弘 (宮城) 塩竃ジュニア 菊　池　友　紀 (宮城) 塩竃ジュニア

５年生 佐　藤　　　公 阿　部　有佳理

以　下 佐々木　良　太 (宮城) 塩竃ジュニア 鷲　尾　尚　子 (宮城) 連坊ジュニア

安　藤　誠　将 石　田　　　恵

上川原　　　祥 (岩手) 矢巾ジュニアスポ少 石　山　美奈子 (山形) 山口バドスポ少

松　浦　　　翔 新　開　佳央里
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 第３回大会　平成9年10月11日(土)～12日(日)　宮城県　塩竃市体育館
　種　目 順位

優　勝 佐々木　広　幸 (福島) 福島ジュニア 三　瓶　沙　織 (福島) 福島ジュニア

準優勝 田　沼　雄　一 (福島) 福島ジュニア 山　口　美百子 (山形) 米沢西部ジュニア

第３位 森　　　政　洋 (福島) 福島ジュニア 加　藤　明　子 (宮城) 田子ジュニア

第３位 山　川　剛　史 (山形) 南部シャトルスポ少 浅　沼　幸　恵 (岩手) ライスヒルズジュニア

優　勝 辻　　　隼　人 (宮城) 仙台東部ジュニア 渡　辺　ちひろ (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 千　崎　　　将 (宮城) 仙台東部ジュニア 水　間　可　奈 (宮城) 塩竃ジュニア

第３位 菊　田　文　也 (宮城) 木ノ下ジュニア 大　学　優　子 (宮城) 仙台クリアー

第３位 原　田　雄　基 (山形) 山口バドスポ少 森　谷　美沙都 (山形) 山口バドスポ少

竹　田　怜　史 (宮城) 岩沼ジュニア 桜　井　温　子 (宮城) 塩竃ジュニア

松　崎　拓　海 平　山　　　優

高　橋　直　也 (宮城) 四郎丸ジュニアスポ少 櫻　井　麻　樹 (宮城) 塩竃ジュニア

６年生 稲　垣　　　亮 阿　部　有香理

以　下 池　田　　　健 (宮城) 岩沼ジュニア 古　山　菜　採 (宮城) 塩竃ジュニア

椎　名　優　智 菊　池　友　紀

小野寺　　　航 (岩手) 前沢ジュニアバドスポ少 尾　関　陽　美 (宮城) 木ノ下ジュニア

千　田　祐　也 小　林　由　衣

千　葉　幸　弘 (宮城) 塩竃ジュニア 橘　　　杏由美 (宮城) 塩竃ジュニア

佐　藤　　　公 板　倉　愛　里

佐々木　良　太 (宮城) 塩竃ジュニア 佐々木　彩　香 (宮城) 田子ジュニア

５年生 安　藤　誠　将 立　崎　瑠　美

以　下 上川原　　　祥 (岩手) 矢巾ジュニアスポ少 小　玉　美　保 (宮城) 塩竃ジュニア

松　浦　　　翔 山　根　みゆき

川　口　真　人 (宮城) 連坊ジュニア 吉　岡　絵里奈 (岩手) 矢巾ジュニアスポ少

石　田　　　豊 高　橋　桜　子

 第４回大会　平成10年10月24日(土)～25日(日)　宮城県　多賀城市総合体育館
　種　目 順位

優　勝 辻　　　隼　人 (宮城) 仙台東部ジュニア 渡　辺　ちひろ (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 菊　田　文　也 (宮城) 木ノ下ジュニア 水　間　可　奈 (宮城) 塩竃ジュニア

第３位 千　崎　　　将 (宮城) 仙台東部ジュニア 森　谷　美沙都 (山形) 山口バドスポ少

第３位 浅　利　向　人 (青森) 浪岡ジュニア 赤　塚　美　南 (宮城) 岩沼ジュニア

優　勝 竹　田　明　史 (宮城) 岩沼ジュニア 大　場　　　素 (宮城) 木ノ下ジュニア

準優勝 藤　本　賢　二 (岩手) 矢沢小スポ少 今　野　智　菜 (宮城) 岩沼ジュニア

第３位 下　村　文　也 (宮城) 仙台東部ジュニア 井　上　　　郁 (宮城) 塩竃ジュニア

第３位 村　上　竜　也 (岩手) ライスヒルズジュニア 梅　津　麻　美 (宮城) 田子ジュニア

千　葉　幸　弘 (宮城) 塩竃ジュニア 小　玉　美　保 (宮城) 塩竃ジュニア

佐　藤　　　公 板　倉　愛　里

野　尻　　　光  (山形) 鶴岡六学区バドスポ少 竹　澤　百　代 (山形) 堀内スポ少

６年生 栗　田　祐　介 高　山　なつみ

以　下 鈴　木　　　渉 (山形) 長井バドスポ少 橘　　　杏由美 (宮城) 塩竃ジュニア

嶋　貫　拓　也 大久田　紗　彩

橋　本　　　行 (宮城) 連坊ジュニア 佐々木　彩　香 (宮城) 田子ジュニア

鈴　木　隆　弘 青　砥　桃　子

佐々木　　　啓 (宮城) 塩竃ジュニア 大　学　優　子 (宮城) 仙台クリアー

安　藤　誠　将 丁　塚　真　紀

上川原　　　祥 (岩手) 矢巾ジュニアスポ少 荒　井　美　帆 (宮城) 塩竃ジュニア

５年生 松　浦　　　翔 沼　田　静　佳

以　下 阿　部　大　介 (宮城) 塩竃ジュニア 村　山　絵理花 (宮城) 塩竃ジュニア

斉　藤　智　秀 佐　藤　若　菜

長谷川　圭　太 (山形) 長井バドスポ少 佐々木　麻　美 (宮城) 田子ジュニア

安　部　惇　士 菅　原　理　恵
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 第５回大会　平成11年10月10日(土)～11日(日)　山形県　山形県体育館
　種　目 順位

優　勝 竹　田　明　史 (宮城) 岩沼ジュニア 丁　塚　真　紀 (宮城) 控木クラブ

準優勝 安　藤　誠　将 (宮城) 塩竃ジュニア 鈴　木　　　希 (山形) 長井バドスポ少

第３位 多　田　和　希 (岩手) 矢沢小スポ少 今　野　智　菜 (宮城) 岩沼ジュニア

第３位 佐　藤　大　輔 (宮城) 岩沼ジュニア 沼　田　静　佳 (宮城) 塩竃ジュニア

優　勝 佐々木　　　啓 (宮城) 塩竃ジュニア 大　場　　　素 (宮城) 木ノ下ジュニア

準優勝 佐々木　翔　太 (岩手) 矢巾ジュニアスポ少 小　松　弘　愛 (宮城) 塩竃ジュニア

第３位 斎　藤　　　立 (山形) 致道バドスポ少 板　垣　有　紀 (宮城) あおばイーグルス

第３位 工　藤　敏　裕 (青森) 常盤ジュニア 齋　藤　夏　菜 (秋田) 秋田ジュニア

伊　深　裕　貴 (宮城) 仙台東部ジュニア 井　上　　　郁 (宮城) 塩竃ジュニア

下　村　文　也 荒　井　美　帆

上川原　　　祥 (岩手) 矢巾ジュニアスポ少 佐　藤　汐　莉 (宮城) 田子ジュニア

６年生 松　浦　　　翔 梅　津　麻　美

以　下 藤　原　　　学 (岩手) 矢巾ジュニアスポ少 渡　辺　瑠衣子 (山形) 南部シャトルスポ少

中　田　祐一郎 村　上　和加奈

高　橋　充　賀 (山形) 鶴岡城北バドスポ少 横　枕　晴　加 (宮城) 岩沼ジュニア

笹　原　聖　士 跡　辺　美南海

長谷川　圭　太 (山形) 長井バドスポ少 村　山　絵理花 (宮城) 塩竃ジュニア

安　部　惇　士 佐　藤　若　菜

富　樫　大　樹 (山形) 致道バドスポ少 千　崎　美　穂 (宮城) 仙台東部ジュニア

５年生 今　野　　　知 伊　藤　小菜美

以　下 佐　藤　巧　巳 (山形) 鶴岡六学区バドスポ少 佐々木　麻　美 (宮城) 田子ジュニア

大　川　優　平 菅　原　理　恵

川　村　和　俊 (岩手) 矢沢小スポ少 永　井　莉　沙 (宮城) 塩竃ジュニア

熊　谷　　　収 千　葉　　　文

 第６回大会　平成12年10月14日(土)～15日(日)　福島県　あいず総合体育館
　種　目 順位

優　勝 佐々木　　　啓 (宮城) 塩竃ジュニア 大　場　　　素 (宮城) 木ノ下ジュニア

準優勝 下　村　文　也 (宮城) 仙台東部ジュニア 佐々木　麻　美 (宮城) 田子ジュニア

第３位 佐々木　翔　太 (岩手) 矢巾ジュニアスポ少 小　松　弘　愛 (宮城) 塩竃ジュニア

優　勝 工　藤　敏　裕 (青森) 常盤ジュニア 小　原　安　奈 (岩手) ライスヒルズジュニア

準優勝 寺　田　惇　平 (福島) 会津ジュニア 小　岩　由　果 (福島) ＧＰＷジュニア

第３位 渡　辺　　　渉 (宮城) 仙台東部ジュニア 赤　塚　美　苗 (宮城) 岩沼ジュニア

優　勝 島　田　航　平 (秋田) にしせんジュニア 橋　本　由　衣 (岩手) ライスヒルズジュニア

準優勝 木　戸　道　治 (宮城) あおばイーグルス 伊　藤　朝　美 (秋田) 岩城ジュニア

第３位 中　田　和　希 (宮城) あおばイーグルス 田　村　有　希 (秋田) にしせんジュニアシャトル

外　川　一　也 (岩手) フライングシャトラーズ 千　崎　美　穂 (宮城) 仙台東部ジュニア

田　邊　武　志 伊　藤　小菜美

６年生 長谷川　圭　太 (山形) 長井バドスポ少 永　井　莉　沙 (宮城) 塩竃ジュニア

以　下 木　川　大　亮 武　内　美　菜

小　泉　雅　弥 (宮城) 仙台東部ジュニア 村　山　絵里花 (宮城) 塩竃ジュニア

阿　部　竜　也 佐　藤　若　菜

佐　藤　尚　己 (宮城) あおばイーグルス 工　藤　香　織 (宮城) 塩竃ジュニア

佐　藤　　　黎 鵜　飼　彩　香

５年生 安　部　惇　士 (山形) 長井バドスポ少 小　玉　裕　美 (宮城) 塩竃ジュニア

以　下 佐　藤　大　樹 沼　田　真　実

伊　藤　　　章 (岩手) 清田スポ少 実　川　裕　美 (宮城) 岩沼ジュニア

渡　邊　優　二 横　枕　侑　加

伊　藤　　　輝 (山形) いつきバドスポ少 玉　木　絵里子 (宮城) 塩竃ジュニア

佐　藤　一　誠 菅　原　　　友

４年生 岡　元　唯　純 (宮城) 連坊ジュニア 佐　藤　詩　織 (宮城) 木ノ下ジュニア

以　下 平　山　泰　揮 猪　股　　　祥

神　山　龍之介 (岩手) 清田スポ少 本　郷　友　絵 (宮城) 塩竃ジュニア

鈴　木　太　智 岡　田　彩　菜
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 第７回大会　平成13年10月13日(土)～14日(日)　秋田県　秋田市立体育館
　種　目 順位

優　勝 工　藤　敏　裕 (青森) 常盤ジュニア 佐々木　芽　衣 (秋田) にしせんジュニアシャトル

準優勝 甲　谷　　　光 (秋田) 八郎潟レイクジュニア 小　岩　由　果 (福島) ＧＰＷジュニア

第３位 五十嵐　　　健 (山形) 鶴岡城北バドスポ少 小　原　安　奈 (岩手) ライスヒルズジュニア

優　勝 木　戸　道　治 (宮城) あおばイーグルス 猪　俣　　　祥 (宮城) 木ノ下ジュニア

準優勝 佐　藤　　　黎 (宮城) あおばイーグルス 橋　本　由　衣 (岩手) ライスヒルズジュニア

第３位 檜　山　一　麻 (青森) 西目屋ジュニア 田　村　有　希 (秋田) にしせんジュニアシャトル

優　勝 中　田　和　希 (宮城) あおばイーグルス 小　松　千　洋 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 佐　藤　一　誠 (山形) いつきバドスポ少 伊　藤　　　茜 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

第３位 佐々木　　　望 (宮城) 塩竃ジュニア 和　島　恵　愛 (岩手) フライングシャトラーズ

安　部　惇　士 (山形) 長井バドスポ少 工　藤　香　織 (宮城) 塩竃ジュニア

佐　藤　大　樹 鵜　飼　彩　香

６年生 三　浦　　　峻 (青森) 常盤ジュニア 赤　塚　美　苗 (宮城) 岩沼ジュニア

以　下 斉　藤　洋　毅 横　枕　侑　加

沓　澤　康　平 (宮城) 仙台東部ジュニア 信　夫　愛　実 (山形) 日新バドスポ少

渡　辺　　　渉 野　川　香　奈

神　山　龍之介 (岩手) 清田スポ少 玉　木　絵里子 (宮城) 塩竃ジュニア

鈴　木　太　智 菅　野　　　友

５年生 山　田　紘　大 (宮城) 塩竃ジュニア 本　郷　友　絵 (宮城) 塩竃ジュニア

以　下 和田野　剛　志 岡　田　彩　菜

笹　森　凌　平 (青森) 常盤ジュニア 菊　池　香　南 (岩手) 南城小バド育成会

高　木　雅　史 菊　池　若　菜

岡　元　唯　純 (宮城) 連坊ジュニア 菊　地　真美子 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

平　山　泰　揮 斉　藤　莉　子

４年生 宍　戸　亮　太 (宮城) 多賀城ジュニア 青　砥　柚々子 (宮城) 田子ジュニア

以　下 富　久　貴　弘 森　下　奈津美

松　村　　　俊 (岩手) 矢巾ジュニアスポ少 伊　藤　美　紗 (岩手) 都南ジュニアフューチャーズ

玉　山　　　駿 内　藤　　　唯

 第８回大会　平成14年9月28日(土)～29日(日)　岩手県　花巻市総合体育館
　種　目 順位

優　勝 木　戸　道　治 (宮城) あおばイーグルス 猪　股　　　祥 (宮城) 木ノ下ジュニア

準優勝 佐　藤　　　黎 (宮城) あおばイーグルス 橋　本　由　衣 (岩手) ライスヒルズジュニア

第３位 檜　山　一　麻 (青森) ＳＳＢ 佐　藤　冴　香 (宮城) あおばイーグルス

優　勝 岡　元　唯　純 (宮城) 連坊ジュニア 小　松　千　洋 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 佐々木　　　望 (宮城) 塩竃ジュニア 平　沢　泰　与 (青森) 城北ジュニア

第３位 外　川　真　樹 (岩手) フライングシャトラーズ 中　道　澄　夏 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

優　勝 篠　原　宏　季 (岩手) 都南ジュニアフューチャーズ 和　島　恵　愛 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 大　山　琢　也 (山形) 南部シャトルスポ少 佐　藤　志　奈 (宮城) 大沢ジュニア

第３位 信　太　智　裕 (秋田) にしせんジュニアシャトル 木　戸　よし美 (宮城) あおばイーグルス

神　山　龍之介 (岩手) 清田スポ少 玉　木　絵里子 (宮城) 塩竃ジュニア

鈴　木　太　智 菅　野　　　友

６年生 山　田　紘　大 (宮城) 塩竃ジュニア 佐　藤　瑞　恵 (宮城) 塩竃ジュニア

以　下 和田野　剛　志 岡　田　彩　菜

市　村　　　渉 (山形) ふじかげバドスポ少 富　樫　菜　摘 (山形) 天童市バドスポ少

斎　藤　俊　平 岩　井　　　翠

三　浦　貴　大 (山形) いつきバドスポ少 後　藤　史　帆 (宮城) 塩竃ジュニア

佐　藤　一　誠 熊　谷　早也佳

５年生 宍　戸　亮　太 (宮城) 多賀城ジュニア 菊　地　真美子 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

以　下 富　久　貴　弘 斉　藤　莉　子

太　田　　　卓 (宮城) 田子ジュニア 青　砥　柚々子 (宮城) 田子ジュニア

伊　藤　芳　晃 石　川　未登里

甲　谷　　　望 (秋田) 八郎潟レイクジュニア 今　野　あゆみ (宮城) あおばイーグルス

村　井　拓　朗 佐　藤　深　雪

４年生 植　松　健　吾 (宮城) 横倉ジュニア 村　井　志　帆 (宮城) 田子ジュニア

以　下 玉　手　将　弥 永　澤　莉　奈

鈴　木　　　諒 (山形) ふじかげバドスポ少 上　野　美　咲 (岩手) 都南ジュニアフューチャーズ

加　藤　壮　竜 横　道　彩　子
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 第９回大会　平成15年9月27日(土)～28日(日)　青森県　黒石市スポカルイン黒石
　種　目 順位

優　勝 岡　元　唯　純 (宮城) 連坊ジュニア 小　松　千　洋 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 中　田　和　希 (宮城) あおばイーグルス 斉　藤　莉　子 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

第３位 外　川　真　樹 (岩手) フライングシャトラーズ 工　藤　瑞　紗 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

優　勝 大　山　琢　也 (山形) 南部シャトルスポ少 和　島　恵　愛 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 篠　原　宏　季 (岩手) 都南ジュニアフューチャーズ 木　戸　よし美 (宮城) あおばイーグルス

第３位 信　太　智　裕 (秋田) にしせんジュニアシャトル 伊　藤　美　紗 (岩手) 都南ジュニアフューチャーズ

優　勝 甲　谷　　　望 (秋田) 八郎潟レイクジュニア 後　藤　彩　樹 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 村　井　拓　朗 (秋田) 八郎潟レイクジュニア 安　田　梨　紗 (青森) ＳＳＢ

第３位 玉　手　将　弥 (宮城) 横倉ジュニア 太　田　羽　美 (宮城) 田子ジュニア

佐々木　　　望 (宮城) 塩竃ジュニア 八　島　里　穂 (宮城) 塩竃ジュニア

高　橋　　　悠 後　藤　史　帆

６年生 太　田　　　卓 (宮城) 田子ジュニア 青　砥　柚々子 (宮城) 田子ジュニア

以　下 伊　藤　芳　晃 石　川　未登里

佐　藤　一　誠 (山形) いつきバドスポ少 菊　地　真美子 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

三　浦　貴　大 中　道　澄　夏

塚　本　昌　志 (山形) 長井バドスポ少 今　野　あゆみ (宮城) あおばイーグルス

飯　澤　佑　介 佐　藤　深　雪

５年生 門　脇　誠　治 (岩手) 前沢ジュニアバドスポ少 村　井　志　帆 (宮城) 田子ジュニア

以　下 佐　藤　雄　太 永　澤　莉　奈

小田島　隼　人 (岩手) 矢沢ジュニアバド少 上　野　美　咲 (岩手) 都南ジュニアフューチャーズ

菅　原　慎　吾 横　道　彩　子

前　田　義　弘 (宮城) 横倉ジュニア 鈴　木　友　唯 (山形) 長井バドスポ少

玉　手　勝　輝 八　木　いぶ芽

４年生 古　川　優　成 (青森) 常盤ジュニア 武　藤　圭　澄 (宮城) 田子ジュニア

以　下 三　浦　光　將 森　　　文　香

三　浦　大　輝 (山形) いつきバドスポ少 井　上　恵　理 (山形) 鶴岡城北バドスポ少

佐　藤　勇　輝 秋　庭　みのり

 第１０回大会　平成16年10月2日(土)～3日(日)　宮城県　宮城県スポーツセンター
　種　目 順位

優　勝 篠　原　宏　季 (岩手) 都南ジュニアフューチャーズ 和　島　恵　愛 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 大　山　琢　也 (山形) 南部シャトルスポ少 伊　藤　美　紗 (岩手) 都南ジュニアフューチャーズ

第３位 信　太　智　裕 (秋田) にしせんジュニアシャトル 木　戸　よし美 (宮城) あおばイーグルス

優　勝 甲　谷　　　望 (秋田) 八郎潟レイクジュニア 太　田　羽　美 (宮城) 田子ジュニア

準優勝 村　井　拓　朗 (秋田) 八郎潟レイクジュニア 後　藤　彩　樹 (宮城) 塩竃ジュニア

第３位 三　好　雄　大 (福島) 白河シャトルクラブ 安　田　梨　紗 (青森) ＳＳＢ

優　勝 三　浦　光　將 (青森) 常盤ジュニア 大　堀　　　優 (福島) オレンジジュニア

準優勝 岡　村　　　翼 (青森) 七戸ジュニア 玉　山　　　巴 (岩手) 都南ジュニアフューチャーズ

第３位 五十嵐　　　優 (山形) 鶴岡城北バドスポ少 横　山　玲　子 (宮城) 塩竃ジュニア

塚　本　昌　志 (山形) 長井バドスポ少 今　野　あゆみ (宮城) あおばイーグルス

飯　澤　佑　介 佐　藤　深　雪

６年生 三　浦　崇　行 (青森) 西目屋スポ少 木　原　瑞　希 (宮城) 横倉ジュニア

以　下 三　上　裕　士 佐々木　知　美

武　藤　　　涼 (福島) 東和キッズ 菊　地　なつみ (宮城) 塩竃ジュニア

高　橋　直　紀 小　川　広　恵

植　松　健　吾 (宮城) 横倉ジュニア 小笠原　　　渓 (岩手) フライングシャトラーズ

玉　手　将　弥 小笠原　　　理

５年生 榊　　　大　史 (青森) 常盤ジュニア 菊　地　眞　子 (山形) 狩川バドスポ少

以　下 古　川　優　成 海　藤　彩　夏

佐　藤　勇　輝 (山形) いつきバドスポ少 武　藤　圭　澄 (宮城) 田子ジュニア

三　浦　大　輝 森　　　文　香

駒　井　涼　也 (青森) 常盤ジュニア 我　妻　美沙紀 (宮城) 塩竃ジュニア

須　藤　和　也 本　間　千　秋

４年生 佐　竹　優　一 (宮城) 燕沢ジュニア 川　越　愛　奈 (山形) 狩川バドスポ少

以　下 太　田　将　吾 松　澤　美沙希

相　馬　雄　登 (山形) ふじかげバドスポ少 佐　藤　千　穂 (宮城) 塩竃ジュニア

斎　藤　洋　平 岩　永　綾　夏
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 第１１回大会　平成17年9月17日(土)～18日(日)　山形県　鶴岡市小真木原体育館
　種　目 順位

優　勝 菊　地　裕　太 (宮城) 塩竃ジュニア 安　田　梨　紗 (青森) ＳＳＢ

準優勝 阿　部　允　紀 (福島) 福島スマッシュジュニア 浜　野　夏　実 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

第３位 三　好　雄　大 (福島) 白河シャトルバドクラブ 後　藤　彩　樹 (宮城) 塩竃ジュニア

優　勝 三　浦　光　將 (青森) 常盤ジュニア 菅　生　愛　也 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

準優勝 岡　村　　　翼 (青森) 七戸ジュニア 大　堀　　　優 (福島) ＧＬＯＲＹ　ＣＬＵＢ

第３位 菅　原　慎　也 (岩手) ブラックキッズ 櫻　井　奈　央 (宮城) 木ノ下ジュニア

優　勝 玉　手　勝　輝 (宮城) 横倉ジュニア 鳴　海　愛結果 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 五十嵐　　　優 (山形) 鶴岡城北バドスポ少 大　堀　　　彩 (福島) ＧＬＯＲＹ　ＣＬＵＢ

第３位 小　林　優　吾 (宮城) 塩竃ジュニア 佐　藤　恵里香 (宮城) あおばイーグルス

村　井　拓　朗 (秋田) 八郎潟レイクジュニア 菊　地　眞　子 (山形) 狩川バドスポ少

甲　谷　　　望 海　藤　彩　夏

６年生 榊　　　大　史 (青森) 常盤ジュニア 野　村　有　美 (宮城) あおばイーグルス

以　下 古　川　優　成 今　藤　里江子

鈴　木　　　諒 (山形) ふじかげバドスポ少 安　部　沙希子 (山形) 長井バドＪＳＣ

加　藤　壮　竜 八　木　いぶ芽

伴　野　　　聡 (宮城) 横倉ジュニア 我　妻　美沙紀 (宮城) 塩竃ジュニア

大　木　優　生 本　間　千　秋

５年生 駒　井　涼　也 (青森) 常盤ジュニア 小野寺　玲　華 (宮城) 塩竃ジュニア

以　下 須　藤　和　也 佐　藤　千　穂

越前屋　　　貴 (山形) 南部シャトル 川　越　愛　奈 (山形) 狩川バドスポ少

五十嵐　陸　太 松　澤　美沙希

菊　地　琢　真 (山形) 長井バドＪＳＣ 足　利　倭　瑚 (宮城) 塩竃ジュニア

髙　橋　雅　幸 曽　根　里　紗

４年生 米　村　　　隼 (青森) 常盤ジュニア 安　部　由　貴 (山形) 米沢南部バドスポ少

以　下 三　浦　將　誓 安　部　優衣子

西　　　　　豊 (宮城) 塩竃ジュニア 阿　部　夏　希 (宮城) 塩竃ジュニア

菅　原　栄　史 今　泉　里　菜

 第１２回大会　平成18年10月7日(土)～8日(日)　福島県 猪苗代町総合体育館(カメアリーナ)
　種　目 順位

優　勝 三　浦　光　將 (青森) 常盤ジュニア 大　堀　　　優 (福島) ＧＬＯＲＹ　ＣＬＵＢ

準優勝 岡　村　　　翼 (青森) 七戸ジュニア 菅　生　愛　也 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

第３位 加　藤　壮　竜 (山形) ふじかげバドスポ少 櫻　井　奈　央 (宮城) 木ノ下ジュニア

優　勝 五十嵐　　　優 (山形) 鶴岡城北バドスポ少 菅　田　愛結果 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 小　林　優　吾 (宮城) 塩竃ジュニア 佐　藤　恵里香 (宮城) あおばイーグルス

第３位 内　藤　優　貴 (岩手) 都南ジュニアフューチャーズ 村　上　　　晃 (岩手) ライスヒルズジュニア

優　勝 玉　手　勝　輝 (宮城) 横倉ジュニア 大　堀　　　彩 (福島) ＧＬＯＲＹ　ＣＬＵＢ

準優勝 渋　谷　勇　希 (山形) 鶴岡六学区バドスポ少 鈴　木　いよ乃 (宮城) 塩竃ジュニア

第３位 成　田　達　彦 (青森) 弘前キッズ 櫻　井　沙　来 (宮城) 木ノ下ジュニア

駒　井　涼　也 (青森) 常盤ジュニア 我　妻　美沙紀 (宮城) 塩竃ジュニア

工　藤　良　輔 本　間　千　秋

６年生 古　川　裕一朗 (青森) 常盤ジュニア 小野寺　玲　華 (宮城) 塩竃ジュニア

以　下 三　浦　豪　典 佐　藤　千　穂

奥　田　雄　紀 (福島) ＧＬＯＲＹ　ＣＬＵＢ 川　越　愛　奈 (山形) 狩川バドスポ少

稲　村　謙次郎 松　澤　美沙希

菊　地　琢　真 (山形) 長井バドＪＳＣ 曽　根　里　紗 (宮城) 塩竃ジュニア

髙　橋　雅　幸 足　利　倭　瑚

５年生 尾　形　宗　宏 (山形) 致道バドミントンスポ少 今　泉　里　菜 (宮城) 塩竃ジュニア

以　下 五十嵐　貴　紀 阿　部　夏　季

福　士　賢　一 (青森) 浪岡ジュニア 安　部　由　貴 (山形) 米沢南部バドスポ少

山　内　龍　弥 安　部　優衣子

西　　　　　豊 (宮城) 塩竃ジュニア 大　槻　由　衣 (宮城) 横倉ジュニア

菅　原　栄　史 笠　間　里　咲

４年生 米　村　　　隼 (青森) 常盤ジュニア 齋　藤　優　衣 (宮城) 横倉ジュニア

以　下 三　浦　將　誓 佐久間　芽　依

米　村　　　拓 (青森) 常盤ジュニア 八　木　瑞　月 (山形) 長井バドＪＳＣ

千　葉　一　孝 安　部　菜美子
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 第１３回大会　平成19年10月6日(土)～7日(日)　岩手県　花巻市総合体育館
　種　目 順位

優　勝 五十嵐　　　優 (山形) 鶴岡城北バドスポ少 菅　田　愛結果 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 小　林　優　吾 (宮城) 塩竃ジュニア 佐　藤　恵里香 (宮城) あおばイーグルス

第３位 福　士　賢　一 (青森) 浪岡ジュニア 齊　藤　佳　奈 (岩手) 都南ジュニアフューチャーズ

優　勝 玉　手　勝　輝 (宮城) 横倉ジュニア 大　堀　　　彩 (福島) ＧＬＯＲＹ　ＣＬＵＢ

準優勝 渋　谷　勇　希 (山形) 鶴岡六学区バドスポ少 早　坂　美　里 (山形) ふじかげバドスポ少

第３位 成　田　達　彦 (青森) 弘前キッズ 神　　　優　衣 (宮城) あおばイーグルス

優　勝 小　林　大　吾 (宮城) 塩竃ジュニア 志　田　千　陽 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

準優勝 野　村　拓　海 (宮城) あおばイーグルス 高　西　美　樹 (青森) 七戸ジュニア

第３位 相　馬　　　匠 (山形) 山口バドスポ少 三　上　香　菜 (山形) 米沢南部バドスポ少

菊　地　琢　真 (山形) 長井バドＪＳＣ 曽　根　里　紗 (宮城) 塩竃ジュニア

髙　橋　雅　幸 足　利　倭　瑚

６年生 尾　形　宗　宏 (山形) 致道バドスポ少 今　泉　里　菜 (宮城) 塩竃ジュニア

以　下 五十嵐　貴　紀 阿　部　夏　季

鈴　木　拳　太 (宮城) 横倉ジュニア 安　部　由　貴 (山形) 米沢南部バドスポ少

宍　戸　椋　太 安　部　優衣子

米　村　　　隼 (青森) 常盤ジュニア 大　槻　由　衣 (宮城) 横倉ジュニア

三　浦　將　誓 笠　間　里　咲

５年生 西　　　　　豊 (宮城) 塩竃ジュニア 鈴　木　いよ乃 (宮城) 塩竃ジュニア

以　下 菅　原　栄　史 櫻　井　沙　来

鈴　木　　　翔 (山形) 山口バドスポ少 伊　藤　由　季 (山形) 山口バドスポ少

伊　藤　　　駿 菅　　　夏　澄

米　村　　　拓 (青森) 常盤ジュニア 佐久間　芽　依 (宮城) 横倉ジュニア

千　葉　一　孝 齋　藤　優　衣

４年生 小田桐　　　綾 (青森) 常盤ジュニア 足　利　祐稀乃 (宮城) 塩竃ジュニア

以　下 駒　井　史　也 鈴　木　ゆうき

大　沼　琢　弥 (山形) 山口バドスポ少 久保田　彩　夏 (岩手) 湯口ジュニア

大　島　千　聖 藤　井　　　愛

 第１４回大会　平成20年10月11日(土)～12日(日)　秋田県　秋田県立体育館
　種　目 順位

優　勝 玉　手　勝　輝 (宮城) 横倉ジュニア 大　堀　　　彩 (福島) ＧＬＯＲＹ　ＣＬＵＢ

準優勝 渋　谷　勇　希 (山形) 鶴岡六学区バドスポ少 神　　　優　衣 (宮城) あおばイーグルス

第３位 西　　　　　豊 (宮城) 塩竃ジュニア 佐　藤　有里紗 (秋田) ＡＣＴジュニア

優　勝 小　林　大　吾 (宮城) 塩竃ジュニア 志　田　千　陽 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

準優勝 野　村　拓　海 (宮城) あおばイーグルス 高　橋　英　里 (宮城) 仙台大和ジュニア

第３位 天　海　英　亮 (青森) 弘前キッズクラブ 安　部　菜美子 (山形) 長井バドＪＳＣ

優　勝 仁　平　澄　也 (福島) 白河シャトル 小　原　凜々子 (宮城) あおばイーグルス

準優勝 佐　藤　雄　輝 (宮城) あおばイーグルス 和　島　百　燿 (宮城) 塩竃ジュニア

第３位 高　上　麟　龍 (福島) ＧＰＷジュニア 佐々木　梨　子 (秋田) にしせんジュニア

三　浦　將　誓 (青森) 常盤ジュニア 鈴　木　いよ乃 (宮城) 塩竃ジュニア

米　村　　　隼 櫻　井　沙　来

６年生 鈴　木　　　翔 (山形) 山口バドスポ少 大　槻　由　衣 (宮城) 横倉ジュニア

以　下 伊　藤　　　駿 笠　間　里　咲

加　藤　望　夢 (宮城) 田子ジュニア 菅　　　夏　澄 (山形) 山口バドスポ少

加美山　　　師 伊　藤　由　季

千　葉　一　孝 (青森) 常盤ジュニア 三　上　香　菜 (山形) 米沢南部ＪＢＣ

米　村　　　拓 多　田　愛　利

５年生 相　馬　　　匠 (山形) 山口バドスポ少 佐久間　芽　依 (宮城) 横倉ジュニア

以　下 大　沼　琢　弥 齊　藤　優　衣

植　松　康　輝 (宮城) 横倉ジュニア 新　井　菜　緒 (宮城) 塩竃ジュニア

齋　藤　拓　実 阿　部　南　海

鈴　木　　　遊 (山形) 山口バドスポ少 足　利　祐稀乃 (宮城) 塩竃ジュニア

大　島　千　聖 鈴　木　ゆうき

４年生 近　藤　直　希 (山形) 米沢南部ＪＢＣ 大　槻　紗　希 (宮城) 横倉ジュニア

以　下 渡　辺　大　祐 沼　倉　樹　奈

山　内　恭　弥 (青森) 浪岡ジュニア 保　原　彩　夏 (宮城) 塩竃ジュニア

奈良岡　功　大 後　藤　ゆ　り
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 第１５回大会　平成21年10月3日(土)～4日(日)　青森県　青森県武道館
　種　目 順位

優　勝 小　林　大　吾 (宮城) 塩竃ジュニア 志　田　千　陽 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

準優勝 天　海　英　亮 (青森) 弘前キッズ 畠　山　静　花 (岩手) 湯口ジュニア

第３位 野　村　拓　海 (宮城) あおばイーグルス 高　西　美　樹 (青森) 七戸ジュニア

優　勝 渋　谷　光　希 (山形) 鶴岡ＪＢＣ 曽　根　夏　姫 (青森) 七戸ジュニア

準優勝 仁　平　澄　也 (福島) 白河シャトル 小　原　凜々子 (宮城) あおばイーグルス

第３位 佐　藤　雄　輝 (宮城) あおばイーグルス 熱　海　咲　良 (宮城) 塩竃ジュニア

優　勝 高　上　麟　龍 (福島) ＧＰＷジュニア 鈴　木　ゆうき (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 後　藤　海　斗 (宮城) あおばイーグルス 和　島　百　燿 (宮城) 塩竃ジュニア

第３位 紺　野　智　也 (福島) 東和キッズ 上　田　実　夢 (福島) ＧＰＷジュニア

千　葉　一　孝 (青森) 常盤ジュニア 齋　藤　優　衣 (宮城) 横倉ジュニア

米　村　　　拓 佐久間　芽　依

６年生 相　馬　　　匠 (山形) 山口バドスポ少 中　島　　　葵 (岩手) 南城小バド育成会

以　下 大　沼　琢　弥 久　慈　裕　美

植　松　康　輝 (宮城) 横倉ジュニア 鈴　木　彩　花 (宮城) 塩竃ジュニア

齋　藤　拓　実 阿　部　南　海

大　島　千　聖 (山形) 山口バドスポ少 保　原　彩　夏 (宮城) 塩竃ジュニア

鈴　木　　　遊 高　橋　広　瀬

５年生 木　村　浩　哉 (青森) 浪岡ジュニア 徳　能　あすか (宮城) 仙台大和ジュニア

以　下 藤　林　　　巧 繁　田　み　ほ

戸　澤　　　綾 (福島) 東和キッズ 大　槻　紗　希 (宮城) 横倉ジュニア

高　野　晃　良 沼　倉　樹　奈

山　内　恭　弥 (青森) 浪岡ジュニア 佐　藤　音　々 (山形) 天童市バドスポ少

奈良岡　功　大 小　関　杏　奈

４年生 渡　辺　大　祐 (山形) 米沢南部ＪＢＣ 森　田　　　楓 (岩手) 矢沢ジュニアバド少　

以　下 近　藤　直　希 佐々木　良　幸

有　馬　尭　嗣 (青森) 浪岡ジュニア 小野寺　奏　瑛 (宮城) 仙台大和ジュニア

藤　林　　　輝 柴　田　　　桜

 第１６回大会　平成22年10月2日(土)～3日(日)　宮城県　塩竃ガス体育館
　種　目 順位

優　勝 仁　平　澄　也 (福島) 白河シャトル 曽　根　夏　姫 (青森) 七戸ジュニア

準優勝 渋　谷　光　希 (山形) 鶴岡ジュニア 小　原　凜々子 (宮城) あおばイーグルス

第３位 佐　藤　雄　輝 (宮城) あおばイーグルス 半　澤　未　来 (宮城) 仙台大和ジュニア

優　勝 高　上　麟　龍 (福島) ＧＰＷジュニア 鈴　木　ゆうき (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 筑　後　恵　太 (岩手) 湯本バドクラブ 上　田　実　夢 (福島) ＧＰＷジュニア

第３位 後　藤　海　斗 (宮城) あおばイーグルス 蔦　谷　美　紅 (青森) 弘前キッズ

優　勝 奈良岡　功　大 (青森) 浪岡ジュニア 和　島　百　燿 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 寺　島　颯　大 (宮城) 仙台大和ジュニア 藤　田　颯　希 (福島) 会津ジュニア

第３位 本　間　暉　人 (山形) 鶴岡ジュニア 加　藤　史　菜 (秋田) ＡＣＴジュニア

大　島　千　聖 (山形) 山口バドスポ少 徳　能　あすか (宮城) 仙台大和ジュニア

鈴　木　　　遊 繁　田　み　ほ

６年生 木　村　浩　哉 (青森) 浪岡ジュニア 足　利　祐稀乃 (宮城) 塩竃ジュニア

以　下 藤　林　　　巧 保　原　彩　夏

戸　澤　　　綾 (福島) 東和キッズ 大　槻　紗　希 (宮城) 横倉ジュニア

高　野　晃　良 沼　倉　樹　奈

山　内　恭　弥 (青森) 浪岡ジュニア 加　藤　涼　花 (宮城) 塩竃ジュニア

有　馬　尭　嗣 松　田　悠　希

５年生 小　野　優　真 (山形) 鶴岡ジュニア 薄　葉　あやめ (福島) Ｇｌｏｒｙ　Ｃｌｕｂ

以　下 佐　藤　総　飛 齋　藤　真　琴

三　浦　　　大 (岩手) 清田スポ少 菅　原　綾　花 (岩手) ブラックキッズ

佐　藤　真　心 佐々木　成　美

齋　藤　晃　輝 (宮城) 横倉ジュニア 内　海　円　伽 (宮城) 塩竃ジュニア

伴　野　　　匠 佐　藤　仁　美

４年生 藤　林　　　輝 (青森) 浪岡ジュニア 千　葉　花　生 (宮城) 石巻クラブジュニア

以　下 成　田　　　凌 中荒井　優　佳

齋　藤　悠　吾 (福島) ＧＰＷジュニア 植　松　美　帆 (宮城) 横倉ジュニア

大　畑　龍　平 櫻　井　紀　香
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 第１７回大会　平成23年10月8日(土)～9日(日)　山形県　山形県体育館　
　種　目 順位

優　勝 後　藤　海　斗 (宮城) 仙台大和ジュニア 鈴　木　ゆうき (宮城) 塩竈ジュニア

準優勝 牛　澤　晃　太 (山形) 長井ＪＳＣ 蔦　谷　美　紅 (青森) 弘前キッズ

第３位 小　野　優　真 (山形) 鶴岡ＪＢＣ　 加　藤　礼　彩 (秋田) ＡＣＴジュニア

優　勝 寺　島　颯　大 (宮城) 仙台大和ジュニア 和　島　百　燿 (宮城) 塩竈ジュニア

準優勝 長谷川　剛　之 (岩手) 石鳥谷ジュニア 藤　田　颯　希 (福島) 会津ジュニア

第３位 本　間　暉　人 (山形) 鶴岡ＪＢＣ 木　村　早　希 (青森) 浪岡ジュニア

優　勝 久　慈　友　也 (岩手) 南城小バド育成会 赤　坂　玲　奈 (青森) 八戸ジュニア

準優勝 菊　川　旭　飛 (岩手) 南城小バド育成会 菊　地　沙　綾 (秋田) 泉ジュニア

第３位 藤　澤　佳　史 (岩手) 都南ジュニアフューチャーズ 吉　村　美　耶 (岩手) 南城小バド育成会

有　馬　尭　嗣 (青森) 浪岡ジュニア 中　山　千　春 (宮城) 仙台大和ジュニア

山　内　恭　弥 小野寺　奏　瑛

６年生 紺　野　智　也 (福島) 東和キツズ 松　田　悠　希 (宮城) 塩竈ジュニア　

以　下 高　野　晃　良 熊　谷　有　菜

佐　藤　友　哉 (秋田) 岩城ジュニアシャトル 益　子　楓　加 (秋田) 泉ジュニア

佐　藤　龍　聖 齋　藤　優　香

藤　林　　　輝 (青森) 浪岡ジュニア 佐　藤　仁　美 (宮城) 塩竈ジュニア

成　田　　　凌 山　上　舞　夏

５年生 大　高　優　良 (青森) 弘前キッズ 植　松　美　帆 (宮城) 横倉ジュニア

以　下 成　田　行　磯 櫻　井　紀　香

齋　藤　晃　輝 (宮城) 横倉ジュニア 大　沼　友里愛 (山形) 山口バドスポ少

伴　野　　　匠 渡　邊　　　唯

山　口　翔　心 (青森) 七戸ジュニア 山　内　優　奈 (青森) 常盤ジュニア

小笠原　優　太 阿　部　亜矢乃

４年生 大　平　啓　人 (青森) 浪岡ジュニア 中　山　桃　香 (青森) 常盤ジュニア

以　下 安　田　宗　平 三　上　美　咲

大河原　拓　海 (福島) 東和キッズ 阿　部　礼　愛 (宮城) 塩竈ジュニア

遠　藤　　　陸 高　田　優　衣

 第１８回大会　平成24年10月6日(土)～7日(日)　福島県　白河市中央体育館
　種　目 順位

優　勝 本　間　暉　人 (山形) 鶴岡ＪＢＣ 木　村　早　希 (青森) 浪岡ジュニア

準優勝 村　松　優之助 (福島) 東和キッズ 亀　田　彩　乃 (青森) 七戸ジュニア

第３位 長谷川　剛　之 (岩手) 石鳥谷ジュニアバドミントン 藤　田　颯　希 (福島) 会津ジュニア

優　勝 久　慈　友　也 (岩手) 南城小バド育成会 千　葉　美　采 (福島) ＧＰＷジュニア

準優勝 菊　川　旭　飛 (岩手) 南城小バド育成会 吉　村　美　耶 (岩手) 南城小バド育成会

第３位 藤　澤　佳　史 (岩手) 都南Jrフューチャーズ 赤　坂　玲　奈 (青森) 八戸ジュニア

優　勝 後　藤　拓　人 (宮城) 仙台大和ジュニア 山　浦　波　瑠 (宮城) 仙台大和ジュニア

準優勝 堀　籠　大　翔 (宮城) 多賀城ジュニア 森　川　すみれ (秋田) 八郎潟レイクジュニア

第３位 高　橋　功　大 (福島) 会津ジュニア 古　田　菜　摘 (秋田) ＡＣＴジュニア

大　高　優　良 (青森) 弘前キッズ 佐　藤　仁　美 (宮城) 塩竃ジュニア

成　田　行　磯 山　上　舞　夏

６年生 藤　林　　　輝 (青森) 浪岡ジュニア 吉　田　有　希 (山形) 上山ジュニアバド少

以　下 成　田　　　凌 遠　藤　育　帆

齋　藤　晃　輝 (宮城) 横倉ジュニア 神　山　歩　美 (宮城) 塩竃ジュニア

伴　野　　　匠 佐　藤　優　那

山　口　翔　心 (青森) 七戸ジュニア 小笠原　望乃佳 (宮城) 横倉ジュニア

小笠原　優　太 櫻　井　紀　香

５年生 大　平　啓　人 (青森) 浪岡ジュニア 山　内　優　奈 (青森) 常盤ジュニア

以　下 安　田　宗　平 阿　部　亜矢乃

阿　住　　　翼 (宮城) 鹿島台ジュニア 阿　部　礼　愛 (宮城) 塩竃ジュニア

鶴　岡　真　人 阿　部　衣　純

佐　藤　椎　名 (青森) ＭＡＺＩＰＰＯＺ 古　川　梨　湖 (青森) 常盤ジュニア

谷　川　功　雅 角　田　七　海

４年生 石　井　志叶丈 (宮城) 横倉ジュニア 鎌　田　璃　珠 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

以　下 伴　野　　　響 中津川　ひかり

阿　部　大　地 (岩手) 前沢ジュニア 菅　原　　　葵 (宮城) 塩竃ジュニア

柳　原　一　翔 佐　藤　友　美
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 第１９回大会　平成25年10月12日(土)～13日(日)　秋田県　秋田市立体育館
　種　目 順位

優　勝 藤　澤　佳　史 (岩手) 都南ＪＲフューチャーズ 千　葉　美　采 (福島) ＧＰＷジュニア

準優勝 熊　谷　　　翔 (宮城) 仙台大和ジュニア 吉　村　美　耶 (岩手) 南城小バド育成会

第３位 山　内　裕　稀 (秋田) ＡＣＴジュニア 赤　坂　玲　奈 (青森) 八戸ジュニア

優　勝 堀　籠　大　翔 (宮城) 石巻クラブジュニア 森　川　すみれ (秋田) 八郎潟レイクジュニア

準優勝 高　橋　功　大 (福島) 会津ジュニア 山　浦　波　瑠 (宮城) 仙台大和ジュニア

第３位 大　場　啓　生 (宮城) 燕沢ジュニア 佐々木　梨　子 (岩手) 湯口ジュニア

優　勝 後　藤　拓　人 (宮城) 仙台大和ジュニア 佐　藤　友　美 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 佐　藤　椎　名 (青森) マジッポズジュニア 今　野　有　理 (秋田) 岩城ジュニアシャトル

第３位 安　田　宗　平 (青森) 浪岡ジュニア 瀬　川　あ　い (青森) 七戸ジュニア

阿　住　　　翼 (宮城) 鹿島台ジュニア 阿　部　礼　愛 (宮城) 塩竃ジュニア

鶴　岡　真　人 阿　部　衣　純

６年生 山　口　翔　心 (青森) 七戸ジュニア 山　内　優　奈 (青森) 常盤ジュニア

以　下 小笠原　優　太 阿　部　亜矢乃

大　平　啓　人 (青森) 浪岡ジュニア 小笠原　望乃佳 (宮城) 横倉ジュニア

木　村　和　司 櫻　井　紀　香

八　島　宏　弥 (宮城) 横倉ジュニア 高　橋　蘭　名 (宮城) 岩沼ジュニア

石　井　翔　生 佐　藤　未　蘭

５年生 齊　藤　駿　希 (宮城) あおばイーグルス 角　田　七　海 (青森) 常盤ジュニア

以　下 神　山　知　己 古　川　梨　湖

阿　部　大　地 (岩手) 前沢ジュニア 大　竹　真夏果 (山形) 上山ジュニア

柳　原　一　翔 遠　藤　心　夏

小野寺　龍　空 (青森) 常盤ジュニア 鎌　田　璃　珠 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

中　山　歩　夢 中津川　ひかり

４年生 大　内　統　馬 (宮城) 鹿島台ジュニア 工　藤　凜　歩 (秋田) 神岡ジュニア

以　下 千　葉　倫　也 菅　原　七　海

倉　内　堅　志 (青森) 常盤ジュニア 浦　田　綺　音 (青森) 七戸ジュニア

角　田　洸　介 小笠原　未　結

 第２０回大会　平成26年10月12日(日)～13日(月)　岩手県　花巻市立総合体育館
　種　目 順位

優　勝 高　橋　功　大 (福島) 会津ジュニア 原　田　美　唯 (山形) ふじかげバドスポ少

準優勝 堀　籠　大　翔 (宮城) 石巻クラブジュニア 古　田　菜　摘 (秋田) ＡＣＴジュニア

第３位 大　場　啓　生 (宮城) 燕沢ジュニア 星　　　　　心 (福島) 裏磐梯ジュニア

優　勝 後　藤　拓　人 (宮城) 仙台大和ジュニア 佐　藤　友　美 (宮城) 塩竃ジュニア

準優勝 佐　藤　椎　名 (青森) マジッポズ 今　野　有　理 (秋田) 岩城ジュニアシャトル

第３位 安　田　宗　平 (青森) 浪岡ジュニア 藤　原　里　菜 (岩手) ハイタッチジュニア

優　勝 相　澤　大　智 (宮城) 多賀城ジュニア 遠　藤　心　夏 (山形) 上山Ｊｒバドスポ少

準優勝 後　藤　優　季 (宮城) 塩竃ジュニア 鈴　木　琉　花 (秋田) 大曲バドスピリッツ

第３位 大　場　世　嵐 (山形) 山口バドスポ少 鈴　木　蒼　花 (岩手) 滝沢バドラーＺ＂

八　島　宏　弥 (宮城) 横倉ジュニア 角　田　七　海 (青森) 常盤ジュニア

石　井　翔　生 古　川　梨　湖

６年生 阿　部　大　地 (岩手) 前沢ジュニア 佐　藤　菜々香 (秋田) 泉ジュニア

以　下 柳　原　一　翔 佐　藤　瑠　菜

千　葉　慎之介 (宮城) 石巻クラブジュニア 髙　橋　蘭　名 (宮城) 岩沼ジュニア

小　山　　　映 佐　藤　未　蘭

小野寺　龍　空 (青森) 常盤ジュニア 鎌　田　璃　珠 (秋田) 八郎潟レイクジュニア

中　山　歩　夢 中津川　ひかり

５年生 大　内　統　馬 (宮城) 鹿島台ジュニア 工　藤　凜　歩 (秋田) 神岡ジュニア

以　下 千　葉　倫　也 菅　原　七　海

倉　内　堅　志 (青森) 常盤ジュニア 齋　藤　　　梓 (山形) 愛宕ディオバドスポ少

石　澤　琉　門 齋　藤　　　桜

古　川　拓　豊 (青森) 常盤ジュニア 小笠原　未　結 (青森) 七戸ジュニア

角　田　洸　介 浦　田　綺　音

４年生 玉　手　　　翔 (宮城) 横倉ジュニア 小　山　日　咲 (宮城) 多賀城ジュニア

以　下 廣　岡　　　朋 太　田　温　彩

佐　藤　直　紀 (山形) 大山バドスポ少 渡　辺　愛　夕 (宮城) 塩竃ジュニア

小　林　隼　人 熊　谷　しゅり
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 第２１回大会　平成27年10月10日(土)～11日(日)　青森県　スポカルイン黒石
　種　目 順位

優　勝 後　藤　拓　人 (宮城) 仙台大和ジュニア 藤　原　里　菜 (岩手) ハイタッチジュニア

準優勝 安　田　宗　平 (青森) 浪岡ジュニア 鴫　原　嘉奈子 (福島) ＧＰＷジュニア

第３位 小野寺　龍　空 (青森) 常盤ジュニア 今　野　有　理 (秋田) 岩城ジュニアシャトル

優　勝 後　藤　優　季 (宮城) 塩釜ジュニア 遠　藤　心　夏 (山形) 上山Ｊｒバドスポ少

準優勝 大　場　世　嵐 (山形) 山口バドスポ少 鈴　木　琉　花 (秋田) 大曲バドスピリッツ

第３位 畠　山　賢　悟 (秋田) 泉ジュニア 鈴　木　蒼　花 (岩手) 滝沢バドラーＺ＂

優　勝 角　田　洸　介 (青森) 常盤ジュニア 奥　山　詞　葉 (青森) マジッポズ

準優勝 佐　藤　瑠　活 (宮城) 仙台大和ジュニア 堀　　　心　海 (宮城) 連坊ジュニア

第３位 中　村　勇　耶 (宮城) 仙台大和ジュニア 永　岡　由　帆 (山形) 山口バドスポ少

山　科　陽　翔 (山形) 奥羽ジュニア 齋　藤　　　梓 (山形) 愛宕ディオバドスポ少

金　田　侑　真 齋　藤　　　桜

６年生 大　林　大　河 (山形) 山口バドスポ少 工　藤　凜　歩 (秋田) 神岡ジュニア

以　下 青　柳　達　也 菅　原　七　海

中　山　歩　夢 (青森) 常盤ジュニア 石　畠　　　彩 (岩手) 矢巾ジュニア

石　澤　琉　門 上　平　佳　歩

玉　手　　　翔 (宮城) 横倉ジュニア 小笠原　未　結 (青森) 七戸ジュニア

廣　岡　　　朋 浦　田　綺　音

５年生 藤　林　黎　也 (青森) 常盤ジュニア 小　山　日　咲 (宮城) Ｓｍｉｌｅ･Ｊ

以　下 村　元　政　胤 太　田　温　彩

佐　藤　直　紀 (山形) 大山バドスポ少 渡　辺　愛　夕 (宮城) 塩釜ジュニア

小　林　隼　人 熊　谷　しゅり

猪　股　佑　仁 (青森) 浪岡ジュニア 伊　藤　玲　奈 (山形) 南部シャトルスポ少

髙　坂　悠　陽 佐　藤　瑞　姫

４年生 草　井　廉太郎 (宮城) 仙台大和ジュニア 今　　　愛　莉 (青森) 弘前キッズ

以　下 熊　谷　大　貴 對　馬　杏　菜

佐　藤　史　隆 (岩手) 湯口ジュニア 三　上　詩桜里 (青森) 常盤ジュニア

平　賀　翔　太 白　取　桜　妃

 第２２回大会　平成28年10月15日(土)～16日(日)　宮城県　宮城野体育館
　種　目 順位

優　勝 後　藤　優　季 (宮城) 塩竈ジュニア 鈴　木　琉　花 (秋田) 大曲バドスピリッツ

準優勝 大　場　世　嵐 (山形) 山口バドスポ少 鈴　木　蒼　花 (岩手) 滝沢バドラーＺ＂

第３位 藤　田　真　矛 (福島) ＧＰＷジュニア 武　田　　　優 (宮城) 田子ジュニア

優　勝 角　田　洸　介 (青森) 常盤ジュニア 奥　山　詞　葉 (青森) マジッポズ

準優勝 佐　藤　瑠　活 (宮城) 仙台大和ジュニア 高　橋　里　菜 (秋田) 大曲バドスピリッツ

第３位 今　田　竜　大 (山形) 奥羽ＪＢＣ 堀　　　心　海 (宮城) 連坊ジュニア

優　勝 佐々木　一　真 (秋田) にしせんジュニアシャトルズ 對　馬　杏　菜 (青森) 弘前キッズＢＣ

準優勝 阿　部　颯　悟 (宮城) 石巻クラブジュニア 山　内　こころ (秋田) 大曲バドスピリッツ

第３位 村　元　舞裟斗 (青森) 常盤ジュニア 根　立　莉　苑 (宮城) 連坊ジュニア

佐　野　友　都 (宮城) 青葉イーグルス 小笠原　未　結 (青森) 七戸ジュニア

齋　藤　羽　空 浦　田　綺　音

６年生 玉　手　　　翔 (宮城) 横倉ジュニア 渡　辺　愛　夕 (宮城) 塩竈ジュニア

以　下 廣　岡　　　朋 松　本　　　雛

廣　岡　　　悠 (宮城) 横倉ジュニア 小　山　日　咲 (宮城) Ｓｍｉｌｅ･Ｊ

廣　岡　　　宙 太　田　温　彩

草　井　廉太郎 (宮城) 仙台大和ジュニア 大　友　結　羽 (宮城) 塩竈ジュニア

熊　谷　大　貴 千　葉　珠　愛

５年生 安　藤　颯　晟 (宮城) 横倉ジュニア 伊　藤　玲　奈 (山形) 南部シャトルスポ少

以　下 塚　邉　悠　冴 佐　藤　瑞　姫

佐　藤　史　隆 (岩手) 湯口ジュニア 鈴　木　ゆり乃 (宮城) 塩竈ジュニア

平　賀　翔　太 蜂　谷　真　央

猪　股　佑　仁 (青森) 浪岡ジュニア 白　取　桜　妃 (青森) 常盤ジュニア

髙　坂　悠　陽 三　浦　佑　日

４年生 川　崎　憧　馬 (青森) 常盤ジュニア 佐々木　飛　華 (宮城) 塩竈ジュニア

以　下 小野寺　獅　羽 後　藤　　　葵

井　上　椋　太 (宮城) 横倉ジュニア 黒　坂　未　来 (山形) 沼田バドスポ少

玉　手　　　天 髙　橋　花　菜
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 第２３回大会　平成27年10月14日(土)～15日(日)　山形県　新庄市体育館
　種　目 順位

優　勝 角　田　洸　介 (青森) 常盤ジュニア 奥　山　詞　葉 (青森) マジッポズ

準優勝 今　田　竜　大 (山形) 奥羽JBC 高　橋　里　菜 (秋田) 大曲バドスピリッツ

第３位 佐　藤　瑠　活 (宮城) 仙台大和ジュニア 堀　　　心　海 (宮城) 連坊ジュニア

優　勝 阿　部　颯　悟 (宮城) 石巻クラブジュニア 山　内　こころ (秋田) 大曲バドスピリッツ

準優勝 佐々木　一　真 (秋田) にしせんジュニアシャトルズ 對　馬　杏　菜 (青森) 弘前キッズＢＣ

第３位 村　元　舞裟斗 (青森) 常盤ジュニア 菅　井　理　央 (宮城) 西中田ジュニア

優　勝 芳　賀　彪　汰 (宮城) 石巻クラブジュニア 工　藤　彩　歩 (秋田) 泉ジュニア

準優勝 田　村　春　翔 (宮城) 石巻クラブジュニア 畠　山　想　来 (岩手) ハイタッチジュニアバドミントンクラブ

第３位 小野寺　獅　羽 (青森) 常盤ジュニア 後　藤　　　葵 (宮城) 塩竈ジュニア

佐　藤　史　隆 (岩手) 湯口ジュニア 鈴　木　ゆり乃 (宮城) 塩竈ジュニア

平　賀　翔　太 蜂　谷　真　央

６年生 塚　邉　悠　冴 (宮城) 横倉ジュニア 大　友　結　羽 (宮城) 塩竈ジュニア

以　下 安　藤　颯　晟 千　葉　珠　愛

熊　谷　大　貴 (宮城) 仙台大和ジュニア 伊　藤　玲　奈 (山形) 南部シャトルスポ少

草　井　廉太郎 佐　藤　瑞　姫

猪　股　佑　仁 (青森) 浪岡ジュニア 白　取　桜　妃 (青森) 常盤ジュニア

髙　坂　悠　陽 三　浦　佑　日

５年生 川　崎　憧　馬 (青森) 常盤ジュニア 向谷地　　　愛 (青森) 七戸ジュニア

以　下 福　士　功　大 浜　田　結　愛

玉　手　　 天 (宮城) 横倉ジュニア 佐々木　飛　華 (宮城) 塩竈ジュニア

井　上　椋　太 佐　藤　さくら

清　水　健　吾 (福島) ＧＰＷジュニア 千　葉　瑠　愛 (宮城) 塩竈ジュニア

朝　日　小弐郎 平　山　陽　梨

４年生 阿　部　悠　行 (宮城) 明石台ジュニア 佐々木　陽　菜 (岩手) 矢巾シャトルスポーツ少年団

以　下 佐　藤　謙　心 高　橋　愛　泉

味　岡　友　陽 (宮城) ＢＰＣ仙台 川　口　心　夢 (青森) 弘前キッズＢＣ

鈴　木　奏　楽 三　上　真　奈

 第２４回大会　平成30年10月7日(日)～8日(月)　福島県　福島市国体記念体育館
　種　目 順位

優　勝 阿　部　颯　悟 (宮城) 石巻クラブジュニア 山　内　こころ (秋田) 大曲バドスピリッツ

準優勝 阿　部　壮　汰 (福島) ＧＰＷジュニア 對　馬　杏　菜 (青森) 浪岡ジュニア

第３位 佐　藤　愛　翔 (山形) 大山バドスポ少 根　立　莉　苑 (宮城) 連坊ジュニア

優　勝 芳　賀　彪　汰 (宮城) 石巻クラブジュニア 後　藤　　　葵 (宮城) 塩竈ジュニア

準優勝 田　村　春　翔 (宮城) 石巻クラブジュニア 工　藤　彩　歩 (秋田) 泉ジュニア

第３位 小野寺　獅　羽 (青森) 常盤ジュニア 上　瀧　千　翔 (宮城) 仙台大和ジュニア

優　勝 齊　藤　優　楽 (宮城) 仙台大和ジュニア 畠　山　想　来 (岩手) ハイタッチジュニア

準優勝 寺　島　拓　夢 (宮城) 仙台大和ジュニア 鈴　木　彩　未 (青森) 弘前ライクショット

第３位 斉　藤　　　要 (山形) 致道バドスポ少 芳　賀　凜　歩 (宮城) 石巻クラブジュニア

猪　股　佑　仁 (青森) 浪岡ジュニア 白　取　桜　妃 (青森) 常盤ジュニア

髙　坂　悠　陽 三　浦　佑　日

６年生 井　上　椋　太 (宮城) 横倉ジュニア 林　　　里　姫 (青森) 弘前キッズＢＣ

以　下 玉　手　　　天 三　上　真　奈

髙　山　　　泰 (宮城) 宮城野ジュニア 佐々木　飛　華 (宮城) 塩竈ジュニア

髙　橋　陽　人 岩　渕　莉　奈

今　　　仁　亜 (青森) みゆきジュニア 千　葉　瑠　愛 (宮城) 塩竈ジュニア

渡　邊　裕　貴 平　山　陽　梨

５年生 加　藤　悠　雅 (山形) 長井Ｊ・Ｓ・Ｃ 田　口　芽　衣 (宮城) 連坊ジュニア

以　下 遠　藤　佑　真 山　崎　楓　由

佐　藤　謙　心 (宮城) 明石台ジュニア 原　　　　　愛 (山形) 米沢南部ＪＢＣ

阿　部　悠　行 齋　藤　綾　音

味　岡　友　陽 (宮城) ＢＰＣ仙台 木　村　ひなの (宮城) 横倉ジュニア

鈴　木　奏　楽 鈴　木　愛　香

４年生 北　山　悠　真 (青森) 浪岡ジュニア 小　又　春咲子 (青森) 七戸ジュニア

以　下 舛　田　遼　羽 町　屋　瑞　稀

高　橋　優　心 (岩手) 衣川ジュニアスター 髙　橋　　　心 (山形) 米沢南部ＪＢＣ

佐　藤　陽　向 中　野　結　愛
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 第２５回大会　令和元年10月12日(土)～13日(日)　秋田県　ナイスアリーナ
　種　目 順位

優　勝 芳　賀　彪　汰 (宮城) 石巻クラブジュニア 工　藤　彩　歩 (秋田) 泉ジュニア

準優勝 石　沢　太　一 (山形) ふじかげバドスポ少 後　藤　　　葵 (宮城) 塩竈ジュニア

第３位 小野寺　獅　羽 (青森) 常盤ジュニア 長　山　実　央 (岩手) 赤崎シャトルズ

優　勝 齊　藤　優　楽 (宮城) 仙台大和ジュニア 畠　山　想　来 (岩手) ハイタッチジュニア

準優勝 難　波　瞳　輝 (山形) 致道バドスポ少 鈴　木　彩　未 (青森) 弘前イズムＢＣ

第３位 斉　藤　　　要 (山形) 致道バドスポ少 加　藤　智　穂 (福島) 福島スマッシュＪｒ．

優　勝 寺　島　拓　夢 (宮城) 仙台大和ジュニア 上　野　優　寿 (山形) 立川バドスポ少

準優勝 金　田　煌　永 (山形) 奥羽ジュニア 芳　賀　凜　歩 (宮城) 石巻クラブジュニア

第３位 矢　萩　凜　斗 (山形) 山口バドスポ少 佐　藤　心　彩 (福島) ＧＰＷジュニア

清　水　健　吾 (福島) ＧＰＷジュニア 千　葉　瑠　愛 (宮城) 塩竈ジュニア

朝　日　小弐郎 平　山　陽　梨

６年生 佐　藤　謙　心 (宮城) 明石台ジュニア 新　田　紗　矢 (宮城) 連坊ジュニア

以　下 阿　部　悠　行 丹　野　琴　瀬

今　　　仁　亜 (青森) みゆきジュニア 山　崎　楓　由 (宮城) 連坊ジュニア

渡　邊　裕　貴 田　口　芽　衣

味　岡　友　陽 (宮城) ＢＰＣ仙台 木　村　ひなの (宮城) 横倉ジュニア

鈴　木　奏　楽 鈴　木　愛　香

５年生 矢　吹　隆　成 (福島) 白河ひがしバドミントンＪｒ 髙　橋　　　心 (山形) 米沢南部ＪＢＣ

以　下 仲　田　彩　凄 中　野　結　愛

野　呂　大　地 (青森) 常盤ジュニア 小　又　春咲子 (青森) 七戸ジュニア

三　上　輝　大 町　屋　瑞　稀

照　井　天　晴 (岩手) 湯口ジュニア 佐　藤　もも音 (宮城) 横倉ジュニア

平　賀　成　龍 渡　部　友里乃

４年生 中　澤　悠　太 (宮城) (塩竈ジュニア 小　黒　咲　良 (福島) ＧＰＷジュニア

以　下 千　葉　陽　翔 長谷川　美　羽

剱　持　光　陽 (山形) 大山バドスポ少 加　藤　あおい (宮城) ＢＰＣ仙台

佐　藤　多　希 鈴　木　希々愛

 第２６回大会　令和2年10月10日(土)～11日(日)　岩手県　花巻市総合体育館
　種　目 順位
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