
６年男⼦複 ５年男⼦複 ４年男⼦複 ６年⼥⼦複 ５年⼥⼦複 ４年⼥⼦複

佐々木 勇輔 北條 秀 軽石 直人 ⿑藤 佳奈 久保田 知夏 久慈 裕美
菊池 航 千葉 悠人④ 田村 汰稀 浅沼 今乃美 畠山 静香④ 中島 葵
(ライスヒルズジュニア) (ブラックキッズ) （IitoyoBC） (都南ジュニア) (湯口ジュニア) (南城小育成会)
内藤 優貴 佐藤 幹太 藤原 望夢 髙橋 咲 及川 優美 小原 佳乃
村井 聡紀⑤ ⻘木 洸太 阿部 賀 平野 春香 小原 瑞稀 照井 帆織

(都南ジュニア) (赤崎シャトルズ) (ライスヒルズジュニア) (北上ジュニア) (IitoyoBC） (南城小育成会)
村井 聡紀 藤原 望夢 軽石 直人 石畠 美穂 久慈 裕美 吉田 朋可
浅沼 ⻯⼀郎⑤ 阿部 賀 田村 汰稀 重石 珠花 中島 葵 ⾦野 ⼣香

(都南ジュニア) (ライスヒルズ) （IitoyoBC） (矢巾シャトル) (南城小育成会) (赤崎シャトルズ)
北條 秀 伊藤 拓光 ⽴野 裕人 久保田 知夏 照井 帆織 兼平 美⾥③
千葉 悠人⑤ 伊藤 忍 ⽴野 良樹③ 畠山 静花⑤ 小原 佳乃 佐藤 幸

(ブラックキッズ) (磐清水スポ少) (ポケモン) (湯口ジュニア) (南城小育成会) (フライング)
⾼橋 拓夢 田村　汰稀 久慈 友也② 中島　葵 吉田　朋可 菊川　優月
小原　楓雅 軽石　直人 菊川 旭飛② 久慈　裕美 ⾦野　⼣香 中島　陽菜③

（北上ジュニア） （IitoyoBC） （南城小育成会） （南城小育成会） （赤崎シャトルズ） （南城小育成会）
浅沼 ⻯⼀郎 ⽴野　裕人 三浦　大 畠山 静花 藤井　愛 森田　楓
安部　英緒奈 ⽴野　良樹④ 佐藤　真心③ 久保田　彩夏 木村　琴乃 佐々木　良幸

（都南ジュニア） （えさしガンバー'S） （清田スポ少） （湯口ジュニア） （湯口ジュニア） （矢沢ジュニア）
軽石 直人 三浦 大 久慈 友也③ 外川 実空 森田 楓 小野寺 詩織
田村 汰稀 佐藤 真心④ 菊川 旭飛③ 木⽴ 千夏 佐々木 良幸 三瓶 萌梨
(ＩｉｔｏｙｏＢ．Ｃ) (清田スポ少) (南城小育成会) (都南ジュニア) (矢沢ジュニア) (前沢ジュニア)
⽴野 裕人 菊地 拓也 阿部 悠人 吉田 朋可 菊川 優月 菊地 夏奈
⽴野 良樹⑤ 小澤 星翔④ 阿部 幹太 ⾦野 ⼣香 中島 陽菜④ 菅原 渚
(えさしガンバー＇Ｓ) (えさしガンバー＇Ｓ) (前沢ジュニア) (赤崎シャトルズ) (南城小育成会) (衣川Ｊｒスター)
⽴野 良樹 藤澤 亮 久慈 友也 菊川 優月 三瓶 萌梨 吉村 美耶
菊地 拓也 藤澤 佳史④ 菊川 旭飛 中島 陽菜⑤ 小野寺 詩織 本宮 麻帆

(えさしガンバーʼＳ) (都南ジュニア) (南城小育成会) (南城小育成会) (前沢ジュニア) (南城小育成会)
三浦 大 小澤 星翔 千田 壱郎 佐々木 良幸 楢木 瑞穂 山根 穂香
佐藤 真心⑤ 菊地 ⼀希 阿部 大地③ 森田 楓 本堂 珠⾥ 中塚 沙更
(清田スポーツ少年団) (えさしガンバーʼＳ) (前沢ジュニア) (矢沢ジュニア) (北上ジュニア) (矢巾シャトルクラブ)
安ヶ平 春輝 砂川 ⻯輝 阿部 賛 菊地 夏奈 山根 穂香 渡邉 美月
佐藤 隆之 藤本 駿 渡邊 拓也③ 菅原  渚 中塚 沙更 千葉 陽向⼦
(矢巾シャトルクラブ) (矢沢ジュニア) (ライスヒルズジュニア) (衣川Ｊｒスター) (矢巾シャトルクラブ) (衣川Ｊｒスター)

小澤 星翔 小形 隆仁郎 柳原 ⼀翔 谷川 琴音 柳村 優歌 佐藤 杏夏
菊地 ⼀希 鈴木 英人 飯坂 真生 渡邉 陽向⑤ 植村 さくら 管 莉怜⼦

(えさしガンバーʻＳ) (前沢ジュニア) (前沢ジュニア) (矢沢キッズ) (滝沢バドラーｚ”) (赤崎シャトルズ)
砂川 ⻯輝 吉田 圭汰 小原 聖尊 中塚 沙更 柳村 璃⼦ 佐々木 奈央
藤本 駿 飯坂 真生 藤井 海斗③ 渋田 優花 熊谷 雅④ ⻑山 紗千③

(矢沢ジュニア) (前沢ジュニア) (ＩｉｔｏｙｏＢＣ) (矢巾シャトルクラブ) (滝沢バドラーＺ”) (赤崎シャトルズ)
及川 雄翔 川畑 光 菊地 康介 山根 穂香 藤井 史香 菅原 妃那
菅原 祐成⑤ 梅原 拓海④ 菅野 颯太 安ケ平 直加 菅原 希心 伊藤 未悠③

(えさしガンバーＳʼ) (水沢ブラックキッズ) (えさしガンバーＳʼ) (矢巾シャトルクラブ) (矢沢ジュニア) (清田スポーツ少年団)
阿部賛 伊藤 駆 佐藤 史隆③ 渡邉 ⻘海 石畠 彩 室岡 椋
渡邊 拓也⑤ 藤村 廉大 平賀 翔太③ 藤井 史香 上平 佳歩 中塚 伶良

(ライスヒルズＪｒ) (磐清水スポーツ少年団) (湯口ジュニア) (矢沢ジュニア) (矢巾シャトルクラブ) (矢巾シャトルクラブ)
川畑光 菊地 康介 佐藤 悠雅 室岡 桜 楢木 亜弥 水上 南瀬
梅原 拓海⑤ 菅野 颯太 千葉 遥矢③ 星川 穂華 菊池 爽椰 菊池 穂乃香

(水沢ブラックキッズ) (えさしガンバ－｀Ｓ) (磐清水スポーツ少年団) (矢巾シャトルクラブ) (北上ジュニア) (えさしガンバ－｀Ｓ)
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６年男⼦複 ５年男⼦複 ４年男⼦複 ６年⼥⼦複 ５年⼥⼦複 ４年⼥⼦複

伊藤 駆 佐々木 歩生 渡部 凜 石畠 彩 室岡 椋 台野 芽依③
藤村 廉大 佐々木 歩希② 遠藤 奨 上平 佳歩 中塚 伶良 ⾼橋 乙未③
(磐清水スポーツ少年団) (石鳥谷ジュニア) (えさしガンバーʻＳ) (矢巾シャトル) (矢巾シャトル) (Ｉｉｔｏｙｏ Ｂ．Ｃ)

犬飼 裕太 佐々木 永遠 渡邉 出海③ 齋藤 陽菜 川村 真央 澤田 凜
⿑藤 優斗 岩渕 凜 菅原 槙人③ 伊藤 優花 渡邉 海羽 熊谷 楓③
(チャグチャグスポーツクラブ) (前沢ジュニア) (矢沢ジュニア) (南城小育成会) (矢沢ジュニア) (滝沢バドラーＺ”)
⾼橋 泰杜 渡部 凜 千田 絃喜 中塚 伶良 川村 心 菊池 詩穂
佐藤 佳都 遠藤 奨 梅原 悠和 室岡 椋 畠山 葵凜 遠藤 奈那

(湯口ジュニア) (えさしガンバーʻＳ) (水沢ブラックキッズ) (矢巾シャトル) (矢沢ジュニア) (えさしガンバーʻＳ)
佐々木 歩生 菅野 夏央 狩野 誠太 渡邉 海羽 川上 和華 佐々木 陽菜
佐々木 歩希 菊地 直仁 鈴木 尊 ⻫藤 こころ 渡辺 萌 ⾼橋 愛泉

(石鳥谷ジュニア) (えさしガンバーʻＳ) (都南ジュニア) (矢沢ジュニア) (南城小育成会) (矢巾シャトル)
遠藤 奨 藤澤 亮仁 菊地 瀬七 佐々木 碧唯 ⿊田 紗希 佐々木 陽菜
渡部 凜 藤澤 幸永③ 小林 友哉 熊谷 楓⑤ 佐々木 侑愛 ⾼橋 愛泉

(えさしガンバーʻＳ) (北上ジュニア) (えさしガンバーʻＳ) (都南ジュニアフューチャーズ) (ライスヒルズジュニア) (矢巾シャトル)
千葉 遥矢 後藤 大輝 佐藤 大悟 伊藤 蒼空乃 台野 芽依 鈴木 空
浦川 将太 法華津 琉樹③ 鈴木 勘太 増⼦ 遥葉 ⾼橋 乙未 照井 結奈

(磐清水クラブ) (水沢ブラックキッズ) (衣川ジュニアスター) (南城小育成会) (飯豊ＢＣ) (滝沢バドラーＺ”)
柴田 晃希 大矢 空翔 佐藤 奏汰 ⾼橋 乙未 遠藤 奈那 佐藤 しずく
渡邉 出海 久慈 涼介 野呂 風太 台野 芽依 佐藤 帆波 中川 朝陽

(矢沢ジュニア) (ライスヒルズジュニア) (矢沢ジュニア) (飯豊ＢＣ) (えさしガンバーʻＳ) (滝沢バドラー Ｚ”)
鈴木 綾政 千田 陽和太 菊地 太心③ ⿊田 紗希 千葉 柚希 伊藤 優衣夏
佐藤 昊⼀ 千葉 海杜 千田 楓太③ 佐々木 侑愛 千葉 萌生 幅下 瑠華③
(衣川ジュニアスター) (前沢ジュニア) (前沢ジュニア) (ライスヒルズジュニア) (衣川ジュニアスター) (南城小育成会)

岩渕 蒼空 佐藤 陽向 照井 天晴 佐々木 陽菜 佐藤 しずく 寺林 琴実
千田 陽和太 ⾼橋 優心 平賀 成龍 ⾼橋 愛泉 飯塚 優羽 畠山 来夢③

(前沢ジュニア) (衣川ジュニアスター) (湯口ジュニア) (矢巾シャトル) (滝沢バドラーＺ”) (ハイタッチジュニア)
大矢 空翔 藤澤 幸永 畠山 桜都 ⻑山 実央 伊藤 優衣夏 沼田 琴葉
久慈 涼介 飯坂 怜明 髙橋 大陽③ 鈴木 理央 幅下 瑠華④ ⽇向端 理葉③
(ライスヒルズジュニア) (北上ジュニア) (北上ジュニア) (赤崎シャトルズ) (南城小育成会) (都南ジュニアフューチャーズ)

照井 晴空 野呂 風太 ⿑藤 遙斗 菅原 光 藤舘 結菜 髙橋 煌七
畠山 廣也 佐藤 奏汰 ⿑藤 晄美 畠山 想来⑤ 小田島 舞佳 鈴木 菜々心③

(湯口ジュニア) (矢沢ジュニア) (Ｔｕｒｎジュニア) (ハイタッチジュニア) (東和シャトルズ) (北上ジュニア)
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