
種　目 優　勝 準優勝
６年以下女子複 佐々木 陽菜 千葉 萌生 高橋 由芽 遠藤 奈那

高橋 愛泉 千葉 柚希 松原 あやな 佐藤 帆波
(矢巾シャトルスポーツ少年団) (衣川ジュニアスター) (北上ジュニア) (えさしガンバー‘Ｓ)

５年以下女子複 中川 朝陽 千葉 すず 藤舘 結菜 髙橋 結莉
佐藤  しずく 井島 捺妃 小田島 舞佳 菅原 巳雅④
(滝沢バドラーｚ”) (北上ジュニア) (東和シャトルズ) (矢沢ジュニア)

４年以下女子複 沼田 琴葉 幅下 瑠華 髙橋 煌七 鈴木 華奈
日向端 理葉③ 重茂 優里子 鈴木 菜々心③ 千葉 結菜美③
(都南ジュニアフューチャーズ) (南城小バドミントン育成会) (北上ジュニア) (衣川ジュニアスター)

４年以下男子複 照井 天晴 渡邉 颯介 菊池 輝星 浅岡 武琉
平賀 成龍 柴田 碧良 沼田 寛人 佐々木 蒼空
(湯口ジュニア) (矢沢ジュニア) (矢巾シャトルスポーツ少年団) (前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団)

５年以下男子複 佐藤 陽向 藤澤 幸永 野呂 風太 前澤 柊矢
高橋 優心 飯坂 怜明 佐藤 奏汰 澤田 治樹
(衣川ジュニアスター) (北上ジュニア) (矢沢ジュニア) (Ｔｕｒｎジュニア)

６年以下男子複 岩渕 蒼空 大矢 空翔 千田 絃喜 高橋 優翔
千田 陽和太 久慈 涼介 法華津 琉樹⑤ 阿部 倫太郎
(前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団) (ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ) (水沢ブラックキッズ) (矢巾シャトルスポーツ少年団)

６年以下女子単 長山 実央 菅原 光 照井 仁奈 日向端 優葉
(赤崎シャトルズスポーツ少年団) (ハイタッチジュニアバドミントンクラブ) (南城小バドミントン育成会) (都南ジュニアフューチャーズ)

５年以下女子単 畠山 想来 伊藤 優衣夏 飯塚 優羽 鈴木 いるく
(ハイタッチジュニアバドミントンクラブ) (南城小バドミントン育成会) (滝沢バドラーｚ”) (衣川ジュニアスター)

４年以下女子単 畠山 来夢③ 寺林 琴実 佐々木 音寧③ 小山 仁衣奈
(ハイタッチジュニアバドミントンクラブ) (ハイタッチジュニアバドミントンクラブ) (矢巾シャトルスポーツ少年団) (シャトルズ．Ｊｒ)

６年以下男子単 髙橋 好誠 千葉 温人 照井 晴空 佐々木 歩希
(飯豊ＢＣ) (衣川ジュニアスター) (湯口ジュニア) (石鳥谷ジュニア)

５年以下男子単 阿部 煌太 髙橋 新太 工藤 夢羽叶 猿舘 馴
(南城小バドミントン育成会) (湯口ジュニア) (ｍｏｎｋｅｙ) (都南ジュニアフューチャーズ)

４年以下男子単 齊藤 遙斗 髙橋 大陽③ 山﨑 強生 伊藤 昊祐③
(Ｔｕｒｎジュニア) (北上ジュニア) (滝沢バドラーｚ”) (水沢ブラックキッズ)
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種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

ささき　ひな ちば　めい たかはし　ゆめ えんどう　なな

佐々木 陽菜 千葉 萌生 高橋 由芽 遠藤 奈那

たかはし　あずみ ちば　ゆうき まつばら　あやな さとう　ほなみ

高橋 愛泉 千葉 柚希 松原 あやな 佐藤 帆波

(矢巾シャトルスポーツ少年団) (衣川ジュニアスター) (北上ジュニア) (えさしガンバー‘Ｓ)

なかがわ　あさひ ちば　すず ふじたて　ゆいな たかはし　ゆうり

中川 朝陽 千葉 すず 藤舘 結菜 髙橋 結莉

さとう　しずく いしま　なつき おだしま　まいか すがわら　みやび

佐藤  しずく 井島 捺妃 小田島 舞佳 菅原 巳雅④

(滝沢バドラーｚ”) (北上ジュニア) (東和シャトルズ) (矢沢ジュニア)

ぬまた　ことは はばした　るか たかはし　きな すずき　かな

沼田 琴葉 幅下 瑠華 髙橋 煌七 鈴木 華奈

ひなはた　ことは おもえ　ゆりこ すずき　ななみ ちば　ゆなみ

日向端 理葉③ 重茂 優里子 鈴木 菜々心③ 千葉 結菜美③

(都南ジュニアフューチャーズ) (南城小バドミントン育成会) (北上ジュニア) (衣川ジュニアスター)

てるい　てんせい わたなべ　そうすけ きくち　きら あさおか　たける

照井 天晴 渡邉 颯介 菊池 輝星 浅岡 武琉

ひらが　せいりゅう しばた　そら ぬまた　ひろと ささき　そら

平賀 成龍 柴田 碧良 沼田 寛人 佐々木 蒼空

(湯口ジュニア) (矢沢ジュニア) (矢巾シャトルスポーツ少年団) (前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団)

さとう　ひなた ふじさわ　ゆきと のろ　ふうた まえさわ　しゅうや

佐藤 陽向 藤澤 幸永 野呂 風太 前澤 柊矢

たかはし　ゆうし いいざか　れあ さとう　かなた さわだ　はるき

高橋 優心 飯坂 怜明 佐藤 奏汰 澤田 治樹

(衣川ジュニアスター) (北上ジュニア) (矢沢ジュニア) (Ｔｕｒｎジュニア)

いわぶち　そら おおや　くうと ちだ　げんき たかはし　ゆうと

岩渕 蒼空 大矢 空翔 千田 絃喜 高橋 優翔

ちだ　ひなた くじ　りょうすけ ほっけづ　りゅうき あべ　りんたろう

千田 陽和太 久慈 涼介 法華津 琉樹⑤ 阿部 倫太郎

(前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団) (ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ) (水沢ブラックキッズ) (矢巾シャトルスポーツ少年団)

ながやま　みお すがわら ひかり てるい　にいな ひなはた　ゆうは

長山 実央 菅原 光 照井 仁奈 日向端 優葉

(赤崎シャトルズスポーツ少年団) (ハイタッチジュニアバドミントンクラブ) (南城小バドミントン育成会) (都南ジュニアフューチャーズ)

はたけやま　そら いとう　ゆいか いいづか　ゆう すずき　いるく

畠山 想来 伊藤 優衣夏 飯塚 優羽 鈴木 いるく

(ハイタッチジュニアバドミントンクラブ) (南城小バドミントン育成会) (滝沢バドラーｚ”) (衣川ジュニアスター)

はたけやま　らむ てらばやし ことみ ささき　ねね おやま　にいな

畠山 来夢③ 寺林 琴実 佐々木 音寧③ 小山 仁衣奈

(ハイタッチジュニアバドミントンクラブ) (ハイタッチジュニアバドミントンクラブ) (矢巾シャトルスポーツ少年団) (シャトルズ．Ｊｒ)

さいとう　はると たかはし　はるひ やまざき　ごうき いとう　こうすけ

齊藤 遙斗 髙橋 大陽③ 山﨑 強生 伊藤 昊祐③

(Ｔｕｒｎジュニア) (北上ジュニア) (滝沢バドラーｚ”) (水沢ブラックキッズ)

あべ　おうた たかはし　あらた くどう　ゆうと さるだて　じゅん

阿部 煌太 髙橋 新太 工藤 夢羽叶 猿舘 馴

(南城小バドミントン育成会) (湯口ジュニア) (ｍｏｎｋｅｙ) (都南ジュニアフューチャーズ)

たかはし　こうせい ちば　はると てるい　はるく ささき　ほまれ

髙橋 好誠 千葉 温人 照井 晴空 佐々木 歩希

(飯豊ＢＣ) (衣川ジュニアスター) (湯口ジュニア) (石鳥谷ジュニア)
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