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阿部 煌太 （南城小バドミントン育成会）

佐 藤 駈 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

三 留 駿 （水沢ブラックキッズ）

及川 悠斗 （金ケ崎スポーツクラブ）

舘 優 月 （滝沢バドラーＺ”）

河野 玲音 （都南ジュニアフューチャーズ）

藤巻 大河 （油島スポーツ少年団）

前澤 柊矢 （Ｔｕｒｎジュニア）

菊 池 空 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

髙 橋 然 （えさしガンバー‘Ｓ）

阿部 倖大 （湯口ジュニア）

三浦 優人 （衣川ジュニアスター）

田貝 昂聖 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

佐藤 奏汰 （矢沢ジュニア）

菅原 来輝 （小山ウイングス）

飯坂 怜明 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

佐 藤 隼 （弥栄バドミントンクラブ）

遠藤 翔壱 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

佐藤 陽向 （衣川ジュニアスター）

古前田 美翔 （滝沢バドラーＺ”）

神道 清吾 （フライングシャトラーズ）

佐藤 賢斗 （水沢ブラックキッズ）

久保 慶悟 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

及川 依織 （南城小バドミントン育成会）

佐藤 大悟 （衣川ジュニアスター）

猿 舘 馴 （都南ジュニアフューチャーズ）

工藤 夢羽叶 （ｍｏｎｋｅｙ）

小澤 龍治 （えさしガンバー‘Ｓ）

菅野 颯人 （弥栄バドミントンクラブ）

田鎖 涼月 （滝沢バドラーＺ”）

野田 惇文 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

鈴木 勘太 （衣川ジュニアスター）

中屋敷 祐太 （矢沢ジュニア）

川 島 海 （油島スポーツ少年団）

小林 龍ノ介 （都南ジュニアフューチャーズ）

法華津 琉樹 （水沢ブラックキッズ）

谷地舘 遥斗 （シャトルズ．Ｊｒ）

鈴木 琉仁 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

澤田 治樹 （Ｔｕｒｎジュニア）

藤澤 幸永 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

山田 佑晟 （都南ジュニアフューチャーズ）

髙橋 琉偉 （えさしガンバー‘Ｓ）

佐々木 日向 （南城小バドミントン育成会）

佐々木 朝陽 （弥栄バドミントンクラブ）

髙橋 優心 （衣川ジュニアスター）

鈴木 楓芽 （雫石町バドミントンクラブジュニア）

小原 大空 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

高 橋 楓 （金ケ崎スポーツクラブ）

佐々木 瞬星 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

阿部 光希 （小山ウイングス）

晴山 隆之介 （都南ジュニアフューチャーズ）

髙橋 新太 （湯口ジュニア）

三位決定戦
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齊藤 遙斗 （ｍｏｎｋｅｙ）

千葉 琉海 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

宮 大 惺 （滝沢バドラーＺ”）

神山 隼琉 （湯口ジュニア）

鈴木 那和 （油島スポーツ少年団）

沼田 寛人 （矢巾シャトルスポーツ少年団）

高田 健人 （フライングシャトラーズ）

佐々木 蒼空 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

田村 和樹 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

昆 勇 希 （東和シャトルズ）

菅野 暖人 （えさしガンバー‘Ｓ）

橋場 大空 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

大坪 風詩 （滝沢バドラーＺ”）

佐々木 雄琉 （小山ウイングス）

菊地 太心 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

金澤 海凪 （矢巾シャトルスポーツ少年団）

平賀 成龍 （湯口ジュニア）

渡邉 颯介 （矢沢ジュニア）

浅岡 武琉 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

西城 幸哉 （清田ＢＣ）

釜澤 祐希 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

石川 瑛翔 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

畠山 桜都 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

新田 煌茉 （東和シャトルズ）

千田 蒼馬 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

喜古 大輝 （ｍｏｎｋｅｙ）

千葉 結友 （油島スポーツ少年団）

前田 太郎 （雫石町バドミントンクラブジュニア）

田貝 侑聖 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

照井 天晴 （湯口ジュニア）

佐藤 柊茉 （滝沢バドラーＺ”）

千田 楓太 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

森山 蒼志 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

只 野 佑 （えさしガンバー‘Ｓ）

増子 大葵 （南城小バドミントン育成会）

齊藤 晄美 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

大石 康陽 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

髙橋 快青 （湯口ジュニア）

佐藤 景多 （清田ＢＣ）

菊池 詩季 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

菊池 輝星 （矢巾シャトルスポーツ少年団）

柴田 碧良 （矢沢ジュニア）

小姓堂 星那 （小山ウイングス）

中 田 隼 （都南ジュニアフューチャーズ）

佐 藤 空 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

千葉 一颯 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

山崎 強生 （滝沢バドラーＺ”）

三位決定戦
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髙橋 大陽 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

藤沼 航世③ （矢巾シャトルスポーツ少年団）

筑後 瑞葵③ （湯口ジュニア）

下平 惺那 （都南ジュニアフューチャーズ）

佐藤 海奏瞳 （大東バドミントンスポーツ少年団）

飯田 聖人③ （水沢ブラックキッズ）

似内 大和 （シャトルズ．Ｊｒ）

菊地 結心③ （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

齊藤 琉希③ （滝沢バドラーＺ”）

渡邉 颯月③ （矢沢ジュニア）

星 裕 仁 （清田ＢＣ）

多田 聡佑③ （水沢ブラックキッズ）

野田 久侑杜 （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

菅原 大洋 （都南ジュニアフューチャーズ）

藤巻 陽③ （衣川ジュニアスター）

小野寺 陽斗 （弥栄バドミントンクラブ）

野田 晴太 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

菅野 世名③ （えさしガンバー‘Ｓ）

新田 一惺③ （東和シャトルズ）

中川 陽太 （滝沢バドラーＺ”）

切岸 蒼大 （水沢ブラックキッズ）

高橋 悠人③ （シャトルズ．Ｊｒ）

金澤 佑樹③ （矢巾シャトルスポーツ少年団）

藤村 絢斗 （飯豊ＢＣ）

野里 陽樹③ （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

黒木 天晴③ （ｍｏｎｋｅｙ）

小野寺 一颯 （湯口ジュニア）

伊藤 昊祐 （水沢ブラックキッズ）

松田 泰紀③ （矢沢ジュニア）

太田 駈③ （都南ジュニアフューチャーズ）

佐々木 歩③ （フライングシャトラーズ）

阿部 凌也③ （小山ウイングス）

岩渕 巧雅 （弥栄バドミントンクラブ）

平 賀 樹 （湯口ジュニア）

村松 琥太朗 （滝沢バドラーＺ”）

今野 蒼太 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

千葉 琴矢 （清田ＢＣ）

鈴木 斗亜 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

牧原 徠斗③ （矢巾シャトルスポーツ少年団）

佐々木 篤輝 （シャトルズ．Ｊｒ）

山内 星眞③ （都南ジュニアフューチャーズ）

菊 池 翼 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

千葉 晴貴③ （水沢ブラックキッズ）

浅沼 柊志 （東和シャトルズ）

田中 羽琉③ （衣川ジュニアスター）

古前田 志翔 （滝沢バドラーＺ”）

石橋 奏和③ （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

高橋 琉惺 （矢巾シャトルスポーツ少年団）

伊藤 拓翔 （えさしガンバー‘Ｓ）

佐々木 優真 （飯豊ＢＣ）

福士 天馬 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

岩 渕 楓 （弥栄バドミントンクラブ）

千葉 海凪人③ （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

阿部 旭陽 （南城小バドミントン育成会）

三位決定戦
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照井 大晴 （湯口ジュニア）

佐藤 風河 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

高橋 健① （小山ウイングス）

石川 百春 （水沢ブラックキッズ）

今野 世渚 （飯豊ＢＣ）

中田 硫 （都南ジュニアフューチャーズ）

佐藤 陽多 （清田ＢＣ）

柴田 統李① （矢沢ジュニア）

髙橋 禮渡 （えさしガンバー‘Ｓ）

菊池 蓮 （シャトルズ．Ｊｒ）

伊藤 柊羽① （えさしガンバー‘Ｓ）

鈴木 新太 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

菊池 咲人 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

清水 颯眞 （湯口ジュニア）

黒木 天喜① （ｍｏｎｋｅｙ）

古川 颯琉① （水沢ブラックキッズ）

髙橋 友陽 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

三位決定戦
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日向端 彩葉 （都南ジュニアフューチャーズ）

伊藤 静乃 （東和シャトルズ）

高橋 羽那 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

石原 希星 （ｍｏｎｋｅｙ）

遠藤 美雅① （南城小バドミントン育成会）

野田 永愛 （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

山口 扇奈 （都南ジュニアフューチャーズ）

菅原 美侑 （矢沢キッズ）

木村 優里① （衣川ジュニアスター）

佐々木 梨夏① （矢巾シャトルスポーツ少年団）

佐々木 奏彩 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

高橋 佳歩 （南城小バドミントン育成会）

星川 彩明 （都南ジュニアフューチャーズ）

法華津 莉桜① （水沢ブラックキッズ）

柿沼 朝妃① （ｍｏｎｋｅｙ）

久保 陽愛 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

藤原 空① （都南ジュニアフューチャーズ）

照井 美羽① （えさしガンバー‘Ｓ）

若澤 小鈴 （ｍｏｎｋｅｙ）

佐藤 莉乃① （ハイタッチジュニアバドミントンクラブ）
三位決定戦
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畠山 想来 （ハイタッチジュニアバドミントンクラブ）

松田 智紗 （ｍｏｎｋｅｙ）

三田地 莉子 （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

千葉 寧音 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

川嶋 紗華 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

阿部 優果 （矢沢ジュニア）

伊藤 美咲 （都南ジュニアフューチャーズ）

佐藤 稜桜 （衣川ジュニアスター）

千葉 すず （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

六角 美麗愛 （南城小バドミントン育成会）

千田 陽愛 （ｍｏｎｋｅｙ）

井上 メリー （小山ウイングス）

菅原 美空 （都南ジュニアフューチャーズ）

熊 谷 雫 （弥栄バドミントンクラブ）

向當 莉那 （金ケ崎スポーツクラブ）

小原 優羽奈 （東和シャトルズ）

佐藤 しずく （滝沢バドラーＺ”）

中川 朝陽 （滝沢バドラーＺ”）

小林 理音 （ｍｏｎｋｅｙ）

菊 池 茜 （石鳥谷ジュニア）

佐々木 玲愛 （衣川ジュニアスター）

髙橋 結莉 （矢沢ジュニア）

小野寺 色咲 （小山ウイングス）

小倉 華乃 （ｍｏｎｋｅｙ）

菅原 眞菜 （油島スポーツ少年団）

藤舘 結菜 （東和シャトルズ）

菅原 望愛 （都南ジュニアフューチャーズ）

山内 愛裡 （矢沢キッズ）

猪苗代 加奈 （金ケ崎スポーツクラブ）

古舘 美咲 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

千葉 みう （水沢ブラックキッズ）

高橋 紅花 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

清水 心陽 （湯口ジュニア）

永畠 結華 （ｍｏｎｋｅｙ）

志田 夕莉 （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

鈴木 いるく （衣川ジュニアスター）

佐藤 るら （ｍｏｎｋｅｙ）

佐 藤 奏 （東和シャトルズ）

菅原 彩楽 （Ｔｕｒｎジュニア）

髙橋 愛瑠笑 （湯口ジュニア）

阿部 凪彩 （金ケ崎スポーツクラブ）

高橋 美羽 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

佐々木 悠月 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

高橋 珠乃 （北上北クラブ）

小田島 舞佳 （東和シャトルズ）

田澤 奈津希 （水沢ブラックキッズ）

伊藤 結子 （ｍｏｎｋｅｙ）

千葉 柚希 （清田ＢＣ）

小野寺 梨華 （都南ジュニアフューチャーズ）

星 実 伶 （小山ウイングス）

谷崎 結南 （石鳥谷ジュニア）

伊藤 みりあ （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

飯塚 優羽 （滝沢バドラーＺ”）

石川 希音 （矢沢キッズ）

千葉 美羽 （衣川ジュニアスター）

高橋 美帆 （油島スポーツ少年団）

﨑尾 月香 （ｍｏｎｋｅｙ）

遠藤 由乃 （小山ウイングス）

佐々木 凛希 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

菊池 彩花 （金ケ崎スポーツクラブ）

浅沼 凛寧 （東和シャトルズ）

井島 捺妃 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

佐々木 杏 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

山口 千桜 （都南ジュニアフューチャーズ）

熊谷 茉子 （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

細川 陽菜乃 （矢巾シャトルスポーツ少年団）

大菅 みずほ （矢沢ジュニア）

星 椿 紗 （小山ウイングス）

黒木 ひなの （ｍｏｎｋｅｙ）

小野寺 唯衣 （弥栄バドミントンクラブ）

伊藤 優衣夏 （南城小バドミントン育成会）
三位決定戦
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寺林 琴実 （ハイタッチジュニアバドミントンクラブ）

山口 琉嶺 （ｍｏｎｋｅｙ）

菊地 あさひ （えさしガンバー‘Ｓ）

藤根 朱鈴 （矢巾シャトルスポーツ少年団）

三浦 舞音 （衣川ジュニアスター）

白澤 茉桜 （矢沢ジュニア）

藤田 俐沙 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

重茂 優里子 （南城小バドミントン育成会）

佐々木 海幸 （油島スポーツ少年団）

河原 茉生 （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

山口 桃佳 （都南ジュニアフューチャーズ）

伊藤 璃乃 （東和シャトルズ）

菊地 美羽 （小山ウイングス）

沼田 琴葉 （都南ジュニアフューチャーズ）

髙橋 優月 （雫石町バドミントンクラブジュニア）

髙橋 野乃 （矢沢ジュニア）

髙橋 芽央 （えさしガンバー‘Ｓ）

小林 未空 （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

伊藤 夕月 （南城小バドミントン育成会）

髙橋 ゆさ （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

佐々木 優衣 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

佐藤 希愛 （弥栄バドミントンクラブ）

千田 紗季 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

小田嶋 咲穂 （東和シャトルズ）

小野寺 捺心 （滝沢バドラーＺ”）

小山 仁衣奈 （シャトルズ．Ｊｒ）

芳賀 莉心 （小山ウイングス）

佐々木 優羽 （都南ジュニアフューチャーズ）

鈴木 理恩 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

小田島 早希 （東和シャトルズ）

北田 有希奈 （雫石町バドミントンクラブジュニア）

山本 知奈 （ｍｏｎｋｅｙ）

伊藤 未知 （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

藤田 にこ （矢沢ジュニア）

菊池 空南 （えさしガンバー‘Ｓ）

遠藤 美月 （南城小バドミントン育成会）

髙橋 煌七 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

鈴木 華奈 （衣川ジュニアスター）

瀧本 のん （滝沢バドラーＺ”）

阿部 美桜 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

菊池 亜季 （えさしガンバー‘Ｓ）

佐々木 理陽 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

菅原 巳雅 （矢沢ジュニア）

大志田 麗花 （都南ジュニアフューチャーズ）

菅原 埜乃 （矢沢キッズ）

平石 麻衣 （小山ウイングス）

佐藤 夏月姫 （大東バドミントンスポーツ少年団）

盛 合 茉 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

比田 葉月 （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

幅下 瑠華 （南城小バドミントン育成会）

三位決定戦
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畠山 来夢 （ハイタッチジュニアバドミントンクラブ）

伊藤 柚奈 （都南ジュニアフューチャーズ）

花﨑 心桜③ （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

菊池 未莉亜③ （シャトルズ．Ｊｒ）

笹治 夏帆 （ｍｏｎｋｅｙ）

及川 結愛 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

千葉 彩羽 （衣川ジュニアスター）

多田 紗羅 （矢沢ジュニア）

伊藤 美波 （矢巾シャトルスポーツ少年団）

星川 陽咲 （都南ジュニアフューチャーズ）

千 田 花 （小山ウイングス）

六角 愛琉 （南城小バドミントン育成会）

大石 倖叶③ （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

佐々木 彩未③ （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

鈴木 菜々心 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

中屋敷 真央 （矢沢ジュニア）

伊藤 心結③ （えさしガンバー‘Ｓ）

中村 紗希 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

佐藤 優奈 （滝沢バドラーＺ”）

野里 心優 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

千葉 苺華③ （矢巾シャトルスポーツ少年団）

昆 ななみ③ （東和シャトルズ）

細川 奈桜③ （都南ジュニアフューチャーズ）

阿部 朱里 （湯口ジュニア）

石川 小桜 （都南ジュニアフューチャーズ）

菅原 侑莉 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

川端 爽生③ （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

阿部 莉央③ （油島スポーツ少年団）

久保田 葵音③ （水沢ブラックキッズ）

藤田 翠蓮③ （矢沢ジュニア）

工藤 遥② （ｍｏｎｋｅｙ）

千葉 結菜美 （衣川ジュニアスター）

髙橋 煌莉③ （矢沢ジュニア）

谷村 椛③ （矢巾シャトルスポーツ少年団）

片野 結菜 （滝沢バドラーＺ”）

柿沼 愛楓 （ｍｏｎｋｅｙ）

佐藤 宮美 （東和シャトルズ）

菊地 奏音 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

佐々木 桃子 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

日向端 理葉 （都南ジュニアフューチャーズ）

髙橋 知紘 （湯口ジュニア）

室岡 希星 （矢巾シャトルスポーツ少年団）

石川 亜緒 （水沢ブラックキッズ）

多田 羽藍③ （南城小バドミントン育成会）

川南 茉優 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

河原 杏果 （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

野呂 萌々花 （矢沢ジュニア）

菅原 和泉③ （ハイタッチジュニアバドミントンクラブ）

七海 紗雪③ （ｍｏｎｋｅｙ）

只野 那③ （えさしガンバー‘Ｓ）

藤村 結菜 （都南ジュニアフューチャーズ）

伊 藤 心 （北上市バドミントンジュニアスポーツ少年団）

伊藤 莉奈③ （南城小バドミントン育成会）

松戸 茉麻 （小山ウイングス）

菊地 花梨 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

野呂 奈々花③ （矢沢ジュニア）

鈴木 奏波 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

前田 一乃③ （雫石町バドミントンクラブジュニア）

阿部 結菜③ （水沢ブラックキッズ）

髙橋 瑶葵③ （湯口ジュニア）

浅沼 彩葉 （都南ジュニアフューチャーズ）

佐々木 音寧 （矢巾シャトルスポーツ少年団）

三位決定戦
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