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Ａグループ（５・６年生）男子の部
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髙橋 大陽（北上ジュニア）

吉井 颯汰⑤ （ｍｏｎｋｅｙ）

高橋 琉斗⑤ （清田バドミントンクラブ）

舘 春 陽 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

新田 一惺⑤ （東和シャトルズ）

鈴木 斗亜 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

金今 暖空⑤ （雫石町バドミントンクラブジュニア）

平 賀 樹（湯口ジュニア）

金澤 佑樹⑤ （矢巾シャトル）

石橋 奏和⑤ （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

阿部 凌也⑤ （小山ウイングス）

小山 聡一朗 （川崎ジュニア）

下平 惺那 （都南ジュニアフューチャーズ）

川村 優空 （フラワーＷｉｎｇ）

福士 天馬 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

下川 千景（東和シャトルズ）

多田 聡佑⑤ （水沢ブラックキッズ）

横澤 寛大（矢巾シャトル）

村松 琥太朗 （滝沢バドラーＺ）

佐々木 篤輝 （シャトルズ．Ｊｒ）

岩渕 巧雅 （弥栄バドミントンクラブ）

藤巻 陽⑤ （衣川ジュニアスター）

高橋 琉惺（矢巾シャトル）

横沢 洋人⑤ （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

黒 渕 烈（沢内ジュニア）

菅野 世名⑤ （えさしガンバー‘Ｓ）

筑後 瑞葵⑤ （湯口ジュニア）

黒木 天晴⑤ （ｍｏｎｋｅｙ）

山内 星眞⑤ （都南ジュニアフューチャーズ）

高橋 奏音（飯豊ＢＣ）

千葉 海凪人⑤ （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

星 裕 仁 （清田バドミントンクラブ）

渡邉 颯月⑤ （矢沢ジュニア）

鈴木 渉太（滝沢バドラーＺ）

岡田 歩夢⑤ （矢巾シャトル）

大石 結士⑤ （東和シャトルズ）

伊藤 昊祐 （水沢ブラックキッズ）

小野寺 一颯 （湯口ジュニア）

小野寺 輝人 （えさしガンバー‘Ｓ）

米沢 元気（沢内ジュニア）

太田 駈⑤ （都南ジュニアフューチャーズ）

藤沼 航世⑤ （矢巾シャトル）

浅沼 柊志 （東和シャトルズ）

田中 羽琉⑤ （衣川ジュニアスター）

高橋 蒼大 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

齊藤 琉希⑤ （滝沢バドラーＺ）

野田 久侑杜 （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

押切 颯音（矢沢ジュニア）

切岸 蒼大 （水沢ブラックキッズ）

山本 朔久（矢巾シャトル）

中川 陽太（ｍｏｎｋｅｙ）

野里 陽樹⑤ （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

千葉 琴矢 （清田バドミントンクラブ）

中村 諄哉 （雫石町バドミントンクラブジュニア）

佐々木 優真 （北上ジュニア）

似内 大和 （シャトルズ．Ｊｒ）

古前田 志翔 （滝沢バドラーＺ）

廣瀬 颯⑤ （小山ウイングス）

川原田 律⑤ （ｍｏｎｋｅｙ）

小野寺 陽斗 （弥栄バドミントンクラブ）

高橋 悠人⑤ （シャトルズ．Ｊｒ）

髙橋 東馬（沢内ジュニア）

佐藤 遥斗 （フラワーＷｉｎｇ）

千葉 柊瑛 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

武蔵 麗愼⑤ （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

菊地 結心⑤ （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

牧原 徠斗⑤ （矢巾シャトル）

千葉 晴貴⑤ （水沢ブラックキッズ）

伊藤 龍信⑤ （東和シャトルズ）

菅原 大洋 （都南ジュニアフューチャーズ）

菊 池 翼（北上ジュニア）

小野寺 陸⑤ （清田バドミントンクラブ）

菅 野 友 （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

小野寺 爽⑤ （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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Ｂグループ（３・４年生）男子の部
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髙橋 友陽 （北上ジュニア）

多田 紡駆 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

古澤 快③ （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

柴田 統李③ （矢沢ジュニア）

藤平 愛寿（矢巾シャトル）

小野寺 陽翔 （弥栄バドミントンクラブ）

髙橋 禮渡 （えさしガンバー‘Ｓ）

村上 太星 （雫石町バドミントンクラブジュニア）

虻川 琉空③ （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

菊 池 蓮 （シャトルズ．Ｊｒ）

大沼 瑶真③ （小山ウイングス）

伊澤 來輝 （都南ジュニアフューチャーズ）

菊池 咲人 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

小倉 咲人③ （ｍｏｎｋｅｙ）

古川 颯琉③ （水沢ブラックキッズ）

菊池 凱斗 （東和シャトルズ）

川股 啓介 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

佐藤 陽多 （清田バドミントンクラブ）

清水 颯眞 （湯口ジュニア）

佐藤 銀仁③ （弥栄バドミントンクラブ）

髙橋 柊羽 （衣川ジュニアスター）

小笠原 染③ （都南ジュニアフューチャーズ）

及川 拓真③ （えさしガンバー‘Ｓ）

今野 世渚（飯豊ＢＣ）

黒木 天喜③ （ｍｏｎｋｅｙ）

武田 篤人 （滝沢バドラーＺ）

芳賀 龍希 （小山ウイングス）

小野寺 竜希 （川崎ジュニア）

田村 春馬 （えさしガンバー‘Ｓ）

川村 優翔③ （フラワーＷｉｎｇ）

中野 宝楽③ （赤崎シャトルズスポーツ少年団）

高橋 健③ （じょいふるＪｒ）

鎌田 流夷 （シャトルズ．Ｊｒ）

高橋 虎大朗③ （都南ジュニアフューチャーズ）

菊池 匠③ （北上ジュニア）

鈴木 新太 （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

中 田 琉 （都南ジュニアフューチャーズ）

佐藤 大斗 （矢巾シャトル）

野里 翔太③ （前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団）

菊池 珠吏亜③ （シャトルズ．Ｊｒ）

菊地 晴飛 （小山ウイングス）

岩渕 亮太 （弥栄バドミントンクラブ）

佐藤 風河 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

石川 百春 （水沢ブラックキッズ）

米澤 颯③（飯豊ＢＣ）

星川 直斗 （ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ）

庄 司 燈 （雫石町バドミントンクラブジュニア）

照井 大晴 （湯口ジュニア）
三位決定戦

48
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鈴木 孝弥 （滝沢バドラーＺ）

高橋 昊空① （矢巾シャトル）

井 上 洋 （ｍｏｎｋｅｙ）

藤本 一世 （えさしガンバー‘Ｓ）

花崎 悠斗 （釜石ジュニアバドミントンクラブ）

土井尻 陽飛 （清田バドミントンクラブ）

佐藤 恭太① （ｍｏｎｋｅｙ）

石原 翔星① （ｍｏｎｋｅｙ）

佐藤 日々翔 （湯口ジュニア）

三位決定戦
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