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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）

佐藤 結衣⑤ （えさしガンバー‘Ｓ）

佐藤 あおい⑤ （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

及川 未唯（北上北クラブ）

川端 爽生⑤ （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

千葉 彩羽 （衣川ジュニアスター）

藤田 翠蓮⑤ （矢沢ジュニア）

小野寺 優奈 （川崎ジュニア）

村松 珠波（滝沢バドラーＺ）

佐藤 宮美（東和シャトルズ）

七海 紗雪⑤ （ｍｏｎｋｅｙ）

野呂 奈々花⑤ （矢沢ジュニア）

大沼 心桜（小山ウイングス）

伊藤 美波（矢巾シャトル）

髙橋 瑶葵⑤ （湯口ジュニア）

星川 陽咲 （都南ジュニアフューチャーズ）

大石 倖叶⑤ （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

中村 紗希 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

佐々木 彩乃 （南城小バドミントン育成会）

平舘 杏奈⑤ （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

佐々木 桃子 （北上ジュニア）

野呂 萌々花 （矢沢ジュニア）

前田 一乃⑤ （雫石町バドミントンクラブジュニア）

佐々木 美空⑤ （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

松戸 茉麻（小山ウイングス）

及川 結夢 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

伊 藤 心（北上ジュニア）

只野 那⑤ （えさしガンバー‘Ｓ）

浅沼 彩葉 （都南ジュニアフューチャーズ）

伊藤 莉奈⑤ （南城小バドミントン育成会）

室岡 希星（矢巾シャトル）

菊地 奏音 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

田井 七海⑤ （フラワーＷｉｎｇ）

山崎 友里 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

谷地中 雪空 （沢内ジュニア）

菊地 唯花⑤ （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

髙橋 知紘（湯口ジュニア）

土橋 一葵（ｍｏｎｋｅｙ）

石川 亜緒 （水沢ブラックキッズ）

菅原 陽葵⑤ （矢巾シャトル）

髙橋 鈴香⑤ （衣川ジュニアスター）

藤井 志音（東和シャトルズ）

日向端 理葉 （都南ジュニアフューチャーズ）

柿沼 愛楓（ｍｏｎｋｅｙ）

山口 栞奈⑤ （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

久保田 葵音⑤ （水沢ブラックキッズ）

多田 羽藍⑤ （南城小バドミントン育成会）

小田島 凛（沢内ジュニア）

松下 朱里（湯口ジュニア）

佐藤 綾音 （えさしガンバー‘Ｓ）

佐々木 彩未⑤ （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

昆 ななみ⑤ （東和シャトルズ）

菊地 花梨 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

佐々木 悠妃⑤ （小山ウイングス）

菊池 未莉亜⑤ （ハイタッチジュニアバドミントンクラブ）

細川 莉菜（ｍｏｎｋｅｙ）

佐々木 沙也⑤ （衣川ジュニアスター）

千葉 苺華⑤ （矢巾シャトル）

古澤 優衣 （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

片野 結菜 （滝沢バドラーＺ）

髙橋 煌莉⑤ （矢沢ジュニア）

菅原 侑莉（北上ジュニア）

小野寺 花（川崎ジュニア）

大石 奈来⑤ （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

藤村 結菜 （都南ジュニアフューチャーズ）

鈴木 菜々心 （北上ジュニア）

高橋 明奈⑤ （小山ウイングス）

及川 凛心⑤ （東和シャトルズ）

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）

千葉 結菜美 （衣川ジュニアスター）

六角 愛琉 （南城小バドミントン育成会）

谷村 椛⑤（矢巾シャトル）

菅野 颯希⑤ （弥栄バドミントンクラブ）

細川 奈桜⑤ （都南ジュニアフューチャーズ）

中屋敷 真央 （矢沢ジュニア）

今井 菜摘 （雫石町バドミントンクラブジュニア）

阿部 結菜⑤ （水沢ブラックキッズ）

吉田 羽那⑤ （フラワーＷｉｎｇ）

黒渕 和奏⑤ （沢内ジュニア）

笹治 夏帆（ｍｏｎｋｅｙ）

野里 心優 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

花崎 心桜⑤ （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

山口 咲空 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

小田嶋 心彩⑤ （矢沢ジュニア）

佐々木 音寧 （矢巾シャトル）
三位決定戦
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Ｂグループ（３・４年生）女子の部
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工 藤 遥 （ｍｏｎｋｅｙ）

宮 愛莉（矢巾シャトル）

今野 葵衣③ （北上ジュニア）

小野寺 陽葵③ （弥栄バドミントンクラブ）

森田 紗羽 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

小澤 りお （えさしガンバー‘Ｓ）

吉田 叶羽 （フラワーＷｉｎｇ）

星川 彩明 （都南ジュニアフューチャーズ）

木村 優里③ （衣川ジュニアスター）

信太 伽蓮③ （湯口ジュニア）

佐々木 柊奈③ （小山ウイングス）

田鎖 佑來 （滝沢バドラーＺ）

高橋 羽那 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

柿沼 朝妃③ （ｍｏｎｋｅｙ）

山本 紫央③ （矢巾シャトル）

高橋 佳歩 （南城小バドミントン育成会）

佐々木 結菜③ （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

照井 美羽③ （えさしガンバー‘Ｓ）

伊藤 静乃 （東和シャトルズ）

山崎 凜佳 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

新井 美希（北上ジュニア）

藤原 空③ （都南ジュニアフューチャーズ）

野田 永愛 （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

那須川 結生 （水沢ブラックキッズ）

土橋 愛子③ （ｍｏｎｋｅｙ）

佐藤 莉乃③ （フラワーＷｉｎｇ）

佐々木 梨夏③ （矢巾シャトル）

山口 扇奈 （都南ジュニアフューチャーズ）

高橋 奈々③ （小山ウイングス）

髙橋 咲紀③ （湯口ジュニア）

平舘 一華③ （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

小澤 梨依紗③ （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

佐々木 奏彩 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

戸田 益椰③ （フラワーＷｉｎｇ）

藤本 結茉 （えさしガンバー‘Ｓ）

佐藤 柚羽③ （川崎ジュニア）

法華津 莉桜③ （水沢ブラックキッズ）

佐々木 夢 （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

石原 希星 （ｍｏｎｋｅｙ）

大橋 未来 （北上ジュニア）

佐藤 莉乃 （ｍｏｎｋｅｙ）

遠藤 美雅③ （南城小バドミントン育成会）

久保 陽愛 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

佐藤 瑛愛③ （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

大内 柚花 （水沢ブラックキッズ）

熊谷 心羽 （弥栄バドミントンクラブ）

及川 茉里奈③ （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

中村 結月 （ｍｏｎｋｅｙ）

髙橋 知紗 （フラワーＷｉｎｇ）

吉岡 柚③ （矢巾シャトル）

髙橋 茉莉衣③ （えさしガンバー‘Ｓ）

日向端 彩葉 （都南ジュニアフューチャーズ）
三位決定戦
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菊地 初姫 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

高橋 麗愛 （シャトルズ．Ｊｒ）

小松野 雅 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

筑後 綾乃 （湯口ジュニア）

吉井 紗羽（ｍｏｎｋｅｙ）

麥倉 舞①（ｍｏｎｋｅｙ）

髙橋 羽菜 （えさしガンバー‘Ｓ）

横沢 青葉 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

佐藤 咲舞 （弥栄バドミントンクラブ）

切岸 桃花 （水沢ブラックキッズ）

長岡 采美① （フラワーＷｉｎｇ）

綾田 ネフィセ （ｍｏｎｋｅｙ）

熊谷 優飛① （弥栄バドミントンクラブ）

菊池 咲新 （えさしガンバー‘Ｓ）

菊池 笑里 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

似内 真緒 （シャトルズ．Ｊｒ）

藤原 海① （都南ジュニアフューチャーズ）

前田 果南 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

太田 瑚愛 （矢巾シャトル）

佐々木 一華 （南城小バドミントン育成会）

及川 芽彩 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

片方 美月① （ｍｏｎｋｅｙ）

吉田 桜羽 （フラワーＷｉｎｇ）
三位決定戦
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