
 

男子シングルスＡグループ（ＭＳＡ）
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奥山 陽翔 （大曲バドスピリッツ）1

森 悠真⑤（泉ジュニア）2

小杉山 暖（能代ジュニア）3

角田 陸玖⑤（泉ジュニア）4

森川 陽夏⑤ （美郷町バドスポ少）5

熊地 陽斗（ＡＣＴジュニア）6

伊藤 由羅 （八郎潟レイクジュニア）7

佐藤 涼太 （美郷町バドスポ少）8

佐 藤 葵 （湯沢市バドスポ少）9

杉山 敦基 （横手バドジュニア）10

牧野 隼人（能代バドスポ少）11

佐々木 昌晴⑤ （象潟縁集会）12

中杉 涼都⑤（泉ジュニア）13

佐藤 健真⑤ （横手バドジュニア）14

田沢 颯汰 （美郷町バドスポ少）15

能登屋 結斗 （岩城ジュニアシャトル）16

鎌田 雄陽 （美郷町バドスポ少）17

船山 実倫⑤ （仙北市バドＪｒ）18

野村 唯斗 （美郷町バドスポ少）19

斉藤 大和 （美郷町バドスポ少）20

三輪 直汰（能代バドスポ少）21

安田 圭佑 （八郎潟レイクジュニア）22

大髙 悠真（能代バドスポ少）23

岡崎 友柚（ＡＣＴジュニア）24

藤嶋 蒼獅 （ＡＣＴジュニア） 25

佐藤 琉依（象潟縁集会） 26

後藤 優月 （能代バドスポ少） 27

中山 聡太 （湯沢市バドスポ少） 28

佐藤 哉依⑤ （美郷町バドスポ少） 29

髙橋 瑛太⑤ （東由利バドスポ少） 30

渡邊 拓豊（神岡ジュニア） 31

浅野 桜芽⑤ （能代バドスポ少） 32

村松 宏亮（ Ｎ Ｙ Ｃ ）33

柴田 直樹 （大曲バドスピリッツ） 34

佐々木 瑠清（象潟縁集会） 35

井上 稜惺⑤ （横手バドジュニア） 36

大高 凜久⑤ （能代バドスポ少） 37

照井 与志仁 （美郷町バドスポ少） 38

齋藤 航⑤（象潟縁集会） 39

野呂 優飛⑤ （能代ジュニア） 40

中村 太一⑤ （能代バドスポ少） 41

武花 空輝 （大曲バドスピリッツ） 42

佐藤 颯哉 （横手バドジュニア） 43

萩原 颯太⑤ （美郷町バドスポ少） 44

津谷 飛翔 （北秋田ジュニア） 45

小笠原 優翔 （ＡＣＴジュニア） 46

坂本 心穏 （美郷町バドスポ少） 47

長岡 涼輔 （能代バドスポ少） 48



 
 

男子シングルスＢグループ（ＭＳＢ）
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斉 藤 翔 （横手バドジュニア）1

加藤 崇佑（スワンズＪｒ．）2

渡部 拓翔③ （八郎潟レイクジュニア）3

佐藤 颯太（スワンズＪｒ．）4

柴田 晴至（能代ジュニア）5

佐藤 大清（北秋田ジュニア）6

佐藤 遼汰朗 （横手バドジュニア）7

橋 本 陸 （ＡＣＴジュニア）8

澤田石 悠真 （八郎潟レイクジュニア）9

太田 明李③ （大曲バドスピリッツ）10

田口 颯真③ （岩城ジュニアシャトル）11

大里 真洋（ Ｂ Ｔ Ｏ ）12

長谷部 蓮心③ （ＡＣＴジュニア） 13

田口 颯太 （大曲バドスピリッツ） 14

木村 芽稀 （横手バドジュニア） 15

得平 悠真 （大曲バドスピリッツ） 16

武藤 夢翔③ （神岡ジュニア） 17

鎌田 雫暉③ （美郷町バドスポ少） 18

伊藤 日々人③ （仙北市バドＪｒ） 19

髙橋 悠③ （岩城ジュニアシャトル） 20

松井 理人 （横手バドジュニア） 21

嵯峨 永都③ （ＡＣＴジュニア） 22

男子シングルスＣグループ（ＭＳＣ）
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佐 藤 優 希（ 湯 沢 市 バ ド ス ポ 少 ）1

山 口 瑛 大 ①（岩城ジュニアシャトル）2

佐 々 木 優 真（大曲バドスピリッツ）3
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鈴木 彩空 （大曲バドスピリッツ）1

伊藤 莉央⑤ （にしせんＪＳ）2

藤岡 琉希⑤ （美郷町バドスポ少）3

館野 桜風⑤（泉ジュニア）4

髙橋 りほ⑤ （Ｆ’ｓｔｅｐ）5

土谷 成美（スワンズＪｒ．）6

澁谷 優華⑤ （大曲バドスピリッツ）7

工藤 琉花⑤ （岩城ジュニアシャトル）8

藤谷 怜那⑤ （美郷町バドスポ少）9

熊谷 美雪（ Ｂ Ｔ Ｏ ）10

照井 愛里菜 （美郷町バドスポ少）11

松井 那桜 （横手バドジュニア）12

佐々木 和奏 （神岡ジュニア）13

花田 成代（北秋田ジュニア）14

齋藤 英玲奈 （ＡＣＴジュニア）15

佐々木 莉生 （横手バドジュニア）16

奥村 奏杏⑤（ Ｂ Ｔ Ｏ ）17

柴田 萌々華 （横手バドジュニア）18

鎌田 桜羽⑤ （にしせんＪＳ）19

古関 陽花子⑤ （湯沢市バドスポ少）20

鈴木 結彩⑤ （大曲バドスピリッツ）21

木村 陽葵⑤ （神岡ジュニア）22

照井 朋佳⑤ （美郷町バドスポ少）23

桂 川 惟 （横手バドジュニア）24

東海林 心晴 （美郷町バドスポ少）25

上坂 悠菜 （湯沢市バドスポ少）26

小林 里菜⑤ （美郷町バドスポ少）27

田山 釉紅⑤（ Ｂ Ｔ Ｏ ）28

澁谷 楓⑤ （美郷町バドスポ少）29

遠藤 苺明⑤ （東由利バドスポ少）30

高橋 侑里（にしせんＪＳ）31

柴田 佳凛 （横手バドジュニア）32

鈴木 夢琉（神岡ジュニア）33

河野 莉奈（北秋田ジュニア）34

平山 紗椰⑤（泉ジュニア）35

佐々木 愛華⑤ （大曲バドスピリッツ）36

山崎 百恵⑤ （仙北市バドＪｒ）37

鎌田 飛鳥⑤ （ＡＣＴジュニア）38

大里 日和⑤（ Ｂ Ｔ Ｏ ）39

伊藤 蓮夏 （岩城ジュニアシャトル）40

嵯峨 幸桜 （ＡＣＴジュニア） 41

小泉 楓夏 （横手バドジュニア） 42

安藤 柚稀⑤（ Ｂ Ｔ Ｏ ）43

佐々木 清花⑤ （岩城ジュニアシャトル） 44

阿部 莉空 （湯沢市バドスポ少） 45

佐 沢 希 （八郎潟レイクジュニア） 46

齋藤 紗良（にしせんＪＳ） 47

岡本 まあや （横手バドジュニア） 48

船木 花野⑤ （美郷町バドスポ少） 49

金野 日葵⑤ （Ｆ’ｓｔｅｐ） 50

大塚 百珠（能代ジュニア） 51

菅原 和花奈⑤ （にしせんＪＳ） 52

近野 葵⑤ （ＡＣＴジュニア） 53

今 春 乃（神岡ジュニア） 54

工藤 純怜⑤ （能代バドスポ少） 55

三浦 菜々子 （岩城ジュニアシャトル） 56

田村 萌奈⑤ （八郎潟レイクジュニア） 57

樫尾 彩那⑤ （大曲バドスピリッツ） 58

藤原 結衣⑤ （美郷町バドスポ少） 59

藤野 華奈⑤（泉ジュニア） 60

深澤 暖⑤ （美郷町バドスポ少） 61

山田 瑠果⑤ （横手バドジュニア） 62

阿部 心柚 （岩城ジュニアシャトル） 63

髙橋 姫花⑤ （ＡＣＴジュニア） 64

服部 珠愛（象潟縁集会） 65

畠山 志朋（神岡ジュニア） 66

岡本 美樹⑤ （能代ジュニア） 67

嵯峨 あかり （にしせんＪＳ） 68

武藤 蒼依⑤ （美郷町バドスポ少） 69

村岡 ひまり⑤ （仙北市バドＪｒ） 70

加藤 瑠菜 （大曲バドスピリッツ） 71

佐々木 結彩⑤ （横手バドジュニア） 72

櫻庭 莉緒⑤ （八郎潟レイクジュニア） 73

細川 実優⑤ （仙北市バドＪｒ） 74

畠 山 怜 （北秋田ジュニア） 75

藤原 結愛（にしせんＪＳ） 76

佐々木 美紅 （スワンズＪｒ．） 77

武藤 美優⑤ （神岡ジュニア） 78

後藤 結奈⑤ （大曲バドスピリッツ） 79

伊 藤 翼（泉ジュニア） 80
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笹 本 杏（能代ジュニア）1

工藤 千里③ （能代バドスポ少）2

畠山 莉央（神岡ジュニア）3

小泉 柑菜 （横手バドジュニア）4

佐藤 真帆（泉ジュニア）5

福士 心春（ Ｂ Ｔ Ｏ ）6

武藤 花帆③ （神岡ジュニア）7

森川 麻陽③ （美郷町バドスポ少）8

今 陽 彩（神岡ジュニア）9

齊藤 依千花③ （横手バドジュニア）10

鈴木 いろ葉 （仙北市バドＪｒ）11

沖田 麗③（ＡＣＴジュニア）12

佐藤 あすな③ （横手バドジュニア）13

菅原 風花③（ Ｎ Ｙ Ｃ ）14

加藤 星来③ （大曲バドスピリッツ）15

大塚 百璃（能代ジュニア）16

煤賀 栞那 （大曲バドスピリッツ）17

浅野 璃緒奈③ （能代バドスポ少）18

小泉 鈴衣③ （能代ジュニア）19

三浦 布羽③ （神岡ジュニア）20

井上 葵惟③ （横手バドジュニア）21

谷口 琉莉 （大曲バドスピリッツ） 22

武田 萌那（ Ｂ Ｔ Ｏ ）23

塚本 瑠海③ （能代ジュニア） 24

引地 和香奈 （ＡＣＴジュニア） 25

川村 琉愛③（ Ｎ Ｙ Ｃ ）26

杉澤 梨花③ （美郷町バドスポ少） 27

大髙 愛莉 （能代バドスポ少） 28

伊藤 未羅③ （八郎潟レイクジュニア） 29

吉方 瑛美 （横手バドジュニア） 30

古関 美瑚③ （湯沢市バドスポ少） 31

照井 このか③ （泉ジュニア） 32

板垣 澪奈③ （神岡ジュニア） 33

奥山 あかり （横手バドジュニア） 34

畠山 花③（ Ｂ Ｔ Ｏ ）35

鈴木 茉莉③ （横手バドジュニア） 36

安田 稔梨 （八郎潟レイクジュニア） 37

小松 明日心 （神岡ジュニア） 38

高橋 碧詩③ （東由利バドスポ少） 39

大野 桜愛 （横手バドジュニア） 40

吉田 梨紗（ Ｂ Ｔ Ｏ ）41

白沢 亜未（ Ｎ Ｙ Ｃ ）42



 
 

女子シングルスＣグループ（ＷＳＣ）
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荒 川 爽 （仙北市バドＪｒ）1

樫尾 咲奏 （大曲バドスピリッツ）2

安井 美希（能代ジュニア）3

藤嶋 朱華（ＡＣＴジュニア）4

小林 陽菜① （美郷町バドスポ少） 5

髙 橋 楓 （横手バドジュニア） 6

野呂 千春（能代ジュニア） 7

鈴木 日彩 （大曲バドスピリッツ） 8


