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青森 みゆきｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 千葉　結晶 ちば　きらら 佐藤　星空 さとう　せいら 2 佐藤　歩朋 さとう　あゆと 1

湯瀬　愛叶 ゆぜ　あいか 野呂　琳叶 のろ　りんか 2

野村　唯愛 のむら　ゆめ 1

福士　叶彩 ふくし　とあ 1

盛　愛來 もり　あいく 1

青森 常盤ジュニアバドミントンクラブ 50 古川　桃望 こがわ　ももの 古川　陽菜 こがわ　ひな 2

青森 マジッポジュニアバドミントンクラブ 33 副島　凜生 そえじま　りお 石岡　美乃 いしおか　みの 2 佐藤　瑛人 さとう　えいと 田中　琉偉 たなか　るい 2

青森 清水　紗愛 しみず　さら 1

青森 石岡　香乃 いしおか　かの 1

青森 弘前イズムＢＣ 7 相馬　穂多路 そうま　ほたる 1

青森 七戸ジュニアバドミントンクラブ

青森 甲地キッズ 8 原子　舞華 はらこ　まあな 1

青森 道ノ上キッズ

青森 弘前キッズバドミントンクラブ 61 藤田　満凪 ふじた　みつな 阿部　夏葵 あべ　なつき 2 永野　日翔 ながの　はると 阿部　快晟 あべ　かいせい 工藤　輝人 くどう　らいと 3

今　彩菜 こん　あやな 1 山口　海凪翔 やまぐち　みなと 1

青森 大鰐ジュニアバドミントンクラブ 14 藤田　ゆいな ふじた　ゆいな 1 藤田　弘仁 ふじた　ひろと 工藤　遙桜 くどう　はる 2

青森 浪岡ジュニアバドミントンクラブ 42 佐藤　優衣 さとう　ゆい 1 大平　尚輝 おおだいら　なおき 大平　晴生 おおだいら　はるき 2

工藤　廉人 くどう　れんと 1

小野　魁浬 おの　かいり 1

堀越ジュニアバドミントンクラブ 41 小山　陽埜 おやま　ひの 外崎　志帆 とのさき　しほ 2

秋田 泉ジュニア

秋田 神岡ジュニアバドミントンクラブ 17 三浦　布羽 みうら　ふう 1 武藤　蓮 むとう　れん 1

板垣　澪奈 いたがき　れいな 1

武藤　花帆 むとう　かほ 1

秋田 湯沢バドミントン少年団 49 古関　美瑚 こせき　みこ 1 佐藤　優葵 さとう　ゆうき 1

折原　光希 おりはら　みつき 1

秋田 大曲バドスピリッツ 24 小松　風華 こまつ　ふうか 鈴木　日彩 すずき　ひいろ 2 佐々木　優真 ささき　ゆうま 太田　明李 おおた　めい 2

樫尾　咲奏 かしお　えみか 1

秋田 八峰ＢＣ

秋田 F’ｓｔｅｐ

秋田 美郷町ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

秋田 ACTジュニア 26 茂木　ふみの もてぎ　ふみの 藤嶋　朱華 ふじしま　しゅか 沖田　麗 おきた　うらら 3 嵯峨　永都 さが　えいと 1

松田　葵瑚 まつだ　きこ 1 長谷部　蓮心 はせべ　れんしん 1

秋田 岩城ｼﾞｭﾆｱｼｬﾄﾙ 13 山口　瑛大 やまぐち　えいた 田口　颯真 たぐち　ふうま 2

髙橋　悠 たかはし　ゆう 1

BTO 62 畠山　早咲 はたけやま　さき 畠山　花 はたけやま　はな 2

安藤　愛梨 あんどう　あいり 1

秋田 八郎潟ﾚｲｸｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ

【参加者名簿】

県名 チーム名
受
付
№

女子 男子
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秋田 能代ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団 52 野呂　千春 のろ　ちはる 小泉　鈴衣 こいずみ　れい 2

安井　美希 やすい　みき 1

秋田 横手バドミントンジュニア 29 井上　葵惟 いのうえ　あおい 1

秋田 仙北市バドミントンジュニア 46 荒川　爽 あらかわ　さわ 1 伊藤　日々人 いとう　ひびと 1

東由利バドミントンスポーツ少年団 51 高橋　碧詩 たかはし　みこと 1

北秋田ジュニアバドミントンクラブ 65 津谷　　優妃 つや　ゆうひ 1

岩手 滝沢バドラーズ 67 三上　凜織 みかみ　りお 1 中村　旭冴 なかむら　あさひ 鈴木　孝弥 すずき　こうや 2

三上　葵央 みかみ　あおい 1

湯口ジュニア 60 佐藤　日々翔 さとう　ひびと 1

水沢ブラックキッズ 57 法華津　莉桜 ほっけじ　りお 1 菅原　蓮 すがわら　れん 古川　颯琉 ふるかわ　はる 2

切岸　桃花 きりぎし　ももか 菅原　凜 すがわら　りん 2

ハイタッチｼﾞｭﾆｱバドミントンｸﾗﾌﾞ

弥栄ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 39 熊谷　優飛 くまがい　ゆうひ 小野寺　陽葵 おのでら　ひまり 2

monkey 18 麥倉　舞 むぎくら　まい 綾田　ネフィセ あやた　ねふぃせ 柿沼　朝妃 かきぬま　あさひ 3 佐藤　恭太 さとう　きょうた 黒木　天喜 くろき　たのし 2

土橋　愛子 つちはし　あこ 1 小倉　咲人 おぐら　さくと 1

岩手 シャトルズジュニア 31 似内　真緒 にたない　まお 鎌田　愛梨 かまだ　あいり 2 菊池　珠吏亜 きくち　しゅりあ 1

高橋　麗愛 たかはし　れいら 1

岩手 南城小育成会 35 佐々木　一華 ささき　いちか 遠藤　美雅 えんどう　みやび 2

熊谷　夢穂 くまがい　みずほ 佐々木　玲那 ささき　れいな 2

熊谷　萌佳 くまがい　ほのか 1

矢沢ジュニア 55 吉田　桜羽 よしだ　さわ 1 鈴木　結万 すずき　ゆうま 柴田　統李 しばた　とうり 2

北上市ジュニアバドミントンスポーツ少年団 44 関根　芽丸 せきね　めまる 1 菊池　匠 きくち　たくみ 1

前沢ジュニア 21 菊地　初姫 きくち　はつき 1

都南ｼﾞｭﾆｱﾌｭｰﾁｬｰｽﾞ 48 藤原　海 ふじわら　うみ 藤原　空 ふじわら　そら 2

岩手 小山ウイングス 40 阿部　紘大 あべ　ひろと 1

矢巾シャトルスポーツ少年団 20 太田　結晴 おおた　ゆのは 太田　瑚愛 おおた　こいと 佐々木　梨夏 ささき　りか 3 高橋　昊空 たかはし　そら 1

フラワーＷｉｎｇ 23 長岡　采美 ながおか　あやみ 佐藤　莉乃 さとう　りの 2 戸田　煌雅 とだ　こうが 川村　優翔 かわむら　ひろと 2

戸田　益椰 とだ　まや 1

衣川ジュニアスター 64 佐々木　莉子 ささき　りこ 木村　優里 きむら　ゆり 2 高橋　奏羽 たかはし　かなう 1

山形 立川ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

鮭川バドミントンスポーツ少年団

南部シャトルスポーツ少年団

ｎａｕｇｈｔｙ‐ＢＣ

ＫＪＢ

鶴岡六学区ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟ少 68 岩城　葵 いわしろ　あおい 1 遠藤　結斗 えんどう　ゆいと 1
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長谷川　愛絆 はせがわ　あいな 1

佐藤　乎依 さとう　こより 1

ＷＢＣ 1 原田　愛依菜 はらだ　あいな 1 原田　琉生 はらだ　りょうせい 1

鶴岡城北ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

致道バドミントンスポーツ少年団 66 柳沢　樹 やなぎさわ　たつき 1

愛宕ﾃﾞｨｵﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団

ふじかげバドミントンスポーツ少年団

奥羽JBC

広幡スポーツ少年団

長井バドミントンJSC

上山ｼﾞｭﾆｱ 45 花屋　ひまり はなや　ひまり 1

米沢南部JBC

福島 川俣ジュニアシャトルくん

福島 相馬ジュニア 43 大宮　花菜 おおみや　はな 1

福島 相馬シャトルズジュニア

福島 東和キッズバドミントンクラブ 22 杉島　ひまり すぎしま　ひまり 1 杉島　朝陽 すぎしま　あさひ 1

福島 Ｇ－egg club 3 大原　彩葉 おおはら　いろは 1 伊豫永　結雅 いよなが　ゆうが 1

福島 白河ひがしﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｼﾞｭﾆｱ 15 山田　彩陽 やまだ　いろは 菊地　香那 きくち　かな 市川　暖菜 いちかわ　はるな 3 佐藤　宗信 さとう　そうま 1

金澤　優衣菜 かなざわ　ゆいな 仁平　來愛 にへい　くれあ 金澤　陽衣菜 かなざわ　ひいな 3 山田　陽翔 やまだ　ひなと 1

福島 会津ジュニア 63 寺田　妃織 てらだ　ひおり 三浦　愛果 みうら　あいか 2 井関　柊平 いせき　しゅうへい 小林　拓真 こばやし　たくま 2

小林　芽生 こばやし　めい 1 鹿目　純平 かのめ　じゅんぺい 1

福島 ＧＰＷジュニア 34 菅野　真帆 かんの　まほ 渡邉　結菜 わたなべ　ゆな 2 遠藤　蒼空 えんどう　そら 柳沼　晴永 やぎぬま　せな 2

品田　奈緒 しなだ　なお 1 菅野　隆翔 かんの　りゅうと 1

福島 福島スマッシュジュニア 16 丹治　羽奈 たんじ　はな 1 市川　来叶 いちかわ　らいと 1

菅野　明依梨 かんの　めいり 1

福島 いわきジュニア 25 大和田　莉沙 おおわだ　りさ 秋山　芽緒 あきやま　めい 安藤　七羽 あんどう　ななは 3 矢内　陽樹 やない　はるき 鈴木　煌大 すずき　こうだい 2

大河内　奏 おおこうち　かなた 大和田　莉功 おおわだ　りく 2

福島 ミレニアムジュニアしゃとる 2 猪狩　玲那 いがり　れな 1

宮城 仙台東部ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 30 杉山　衣千華 すぎやま　いちか 佐藤　凜佳 さとう　りんか 蛯名　侑奈 えびな　ゆな 3 杉山　晴輝 すぎやま　はるき 1

田中　愛麻 たなか　えま 1

宮城 角田ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

燕沢ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌ 47 星　柚羽 ほし　ゆずは 鈴木　くるみ すずき　くるみ 山路　星那 やまじ　せな 3 松浦　晃翔 まつうら　あきと 松浦　直翔 まつうら　なおと 祢津　晴太 ねつ　せいた 3

土井　琴葉 どい　ことは 宮下　暉梨 みやした　ひかり 小幡　陽夏 おばた　ひな 3 中村　羽寿 なかむら　はやと 1

竹田　結菜 たけだ　ゆうな 1
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宮城 塩竃ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 4 佐藤　心花 さとう　こはな 1 田中　隆之介 たなか　りゅうのすけ 主藤　晴翔 しゅとう　はると 2

鎌田　梨乃 かまた　りの 1

丸亀　陽菜乃 まるがめ　ひなの 1

宮城 BPC仙台 11 大沼　ひなた おおぬま　ひなた 1 鈴木　篤希 すずき　あつき 1

鹿島台Ｊｒスポ少

宮城 石巻クラブ 38 阿部　心咲 あべ　みさき 安藤　颯芭 あんどう　そらは 2 目時　幸之助 めとき　こうのすけ 高須賀　斗真 たかすか　とうま 2

千葉　陽巴 ちば　ひのは 1 葛西　零 かさい　れお 1

宮城 松陵シャトルズ 6 鈴木　悠莉 すずき　ゆうり 1

佐藤　美琴 さとう　みこと 1

宮城 ＳＪＣ 28 後藤　銀我 ごとう　ぎんが 1

宮城 北方クラブ 19 千葉　凜桜 ちば　りお 今野　結來 こんの　ゆら 2 阿崎　武蔵 あざき　むさし 千葉　琉杜 ちば　りゅうと 2

佐藤　璃歩 さとう　りほ 星　明里 ほし　あかり 2 小野寺　海惺 おのでら　かいせい 1

加藤　愛琉 かとう　あいり 1

宮城 槻木S．C

宮城 大沢ジュニアバドミントンクラブ

宮城 古川ジュニアバドミントンクラブ 53 山口　桜生 やまぐち　さお 1 熊谷　旺雅 くまがい　おうが 門脇　廉 かどわき　れん 2

宮城 にしずみスポーツ少年団 10 宮　りんか みや　りんか 堀米　咲花 ほりごめ　はな 2

庄司　茉里奈 しょじ　まりな 1

宮城 あおばイーグルス 9 菊池　柑那 きくち　かんな 西原　愛加 にしはら　あいか 2 橘川　悠 きっかわ　はる 安齋　朝陽 あんさい　あさひ 2

五十嵐　進太郎 いがらし　しんたろう 1

宮城 仙台大和ジュニアバドミントンクラブ

宮城 岩沼ジュニアバドミントンクラブ 36 剱持　椛奈 けんもち　はな 増田　美羽 ますだ　みわ 関　友乃 せき　ゆうの 3

宮城 連坊ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 32 遠藤　成央乃 えんどう　なおの 金井　空 かない　そら 小谷　利奈 こたに　りな 3

生出　はるか おいで　はるか 遠藤　巴七乃 えんどう　はなの 2

宮城 田子ジュニアバドミントンクラブ 54 北澤　瑠花 きたざわ　るか 1 佐藤　亜怜 さとう　あれん 鈴木　啓太 すずき　けいた 2

相馬　はる そうま　はる 1 狩野　桂佑 かのう　けいすけ 1

原谷　侑志 はらや　ゆうし 1

宮城 多賀城ＪＢＣ 12 白瀬　灯梨 しらせ　あかり 1 田村　翼 たむら　つばさ 1
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宮城 しろいしジュニア

南方ジュニアバドミントン

西中田ジュニアバドミントンクラブ 56 佐藤　煌成 さとう　こうせい 1

横倉ジュニア 37 布田　愛華 ふだ　ほのか 大久保　かすみ おおくぼ　かすみ 2 齋藤　幹太 さいとう　かんた 木村　龍来 きむら　たつき 阿部　朔也 あべ　さくや 3

前澤　柚杏 まえざわ　ゆあん 安藤　光彩 あんどう　こうさ 2

佐藤　結衣 さとう　ゆい 猪股　しずく いのまた　しずく 2

佐藤　心春 さとう　こはる 1

東向陽台ジュニア 58 石田　杏珠 いしだ　あんじゅ 1 関根　叶汰 せきね　かなた 1

スーパーバード 59 松山　愛香 まつやま　あいか 1 佐藤　諒聖 さとう　りょうせい 1

宮城 ＷＡＫＡＢＡクラブ 5 熊谷　翼 くまがい　つばさ 1

29 50 69 29 25 41 243


