
大　会 種　目 優　勝 準優勝 参加数
全国小学生ＡＢＣ予選会の予選 ２年生以下男子単-A 寺嶋 雅空 佐藤 那由太 石川 温登 伊藤 健太① 　４

2019.04.30 (長井ＪＳＣ) (鮭川バド) (鶴六) (広幡)
山形県体育館 ２年生以下男子単-B 梅津 莉音 樋口 楓羽悟 西部 瑛翔 加藤 陽優雅 　４

(立川バドスポ少) (いつきバドスポ少) (米沢南部ＪＢＣ) (広幡)
２年生以下男子単-C 小松 翔 福原 琉生 佐藤 悠太 　３

(立川バドスポ少) (白鷹ジュニア) (米沢南部ＪＢＣ)

３年生以下男子単-A 中野 謙志 松田 大和 佐藤 友聖 　３
(米沢南部ＪＢＣ) (上山ジュニア) (致道バドスポ少)

３年生以下男子単-B 石沢 康太 佐藤 誠宗 大沼 昇太 　３
(ふじかげ) (栄バドスポ少) (白鷹ジュニア)

３年生以下男子単-C 馬場 理人 今田 丈太郎 鈴木 煌基 　３
(天童市バドスポ少) (鮭川バド) (長井ＪＳＣ)

３年生以下男子単-D 松田 旺佑 髙橋 壱人 榎本 彪雅 　３
(上山ジュニア) (いつきバドスポ少) (愛宕ディオ)

３年生以下男子単-E 山川 翔 加藤 世雅 青柳 快星 　３
(ふじかげ) (長井ＪＳＣ) (いつきバドスポ少)

３年生以下男子単-F 中居 青波 野尻 朗礼 竹田 誓士 　３
(米沢南部ＪＢＣ) (鮭川バド) (南部シャトルスポ少)

４年生以下男子単-A 原田 達孜 鈴木 啓太③ 黒沼 比呂 鈴木 陽天 　４
(酒田ジュニア) (ふじかげ) (立川バドスポ少) (愛宕ディオ)

４年生以下男子単-B 渋谷 圭佑 小野 孝晃 鈴木 大喜 　３
(ふじかげ) (沼田バドスポ少) (鶴岡城北Ｂスポ少)

４年生以下男子単-C 五十嵐 瑛太 金田 煌牙 伊藤 愛太 　３
(栄バドスポ少) (長井ＪＳＣ) (鶴岡城北Ｂスポ少)

４年生以下男子単-D 早坂 佑羽 佐藤 多希 諏訪 颯太 　３
(大蔵バドスポ少) (大山バドスポ少) (栄バドスポ少)

４年生以下男子単-E 丸山 侑真 冨樫 伶斗 高橋 颯太 　３
(いつきバドスポ少) (愛宕ディオ) (大蔵バドスポ少)

４年生以下男子単-F 佐藤 匠之輔 石川 泰成 柴田 一途 　３
(鶴六) (立川バドスポ少) (南部シャトルスポ少)

４年生以下男子単-G 剱持 光陽 太田 将歩 渡邉 圭介 　３
(大山バドスポ少) (山口バドスポ少) (酒田ジュニア)

５年生以下男子単-A 庄司 陽祐 渡部 柊之介 須藤 杏聖 黒沼 晴 　４
(天童市バドスポ少) (栄バドスポ少) (大蔵バドスポ少) (立川バドスポ少)

５年生以下男子単-B 松田 椋誠 齋藤 創史 海藤 秀義 佐藤 璃空 　４
(上山ジュニア) (いつきバドスポ少) (奥羽ＪＢＣ) (ＫＪＢ)

５年生以下男子単-C 鈴木 陽斗 安食 亜矢斗 志村 遼介 　３
(愛宕ディオ) (日新バドスポ少) (鶴六)

５年生以下男子単-D 渋谷 寛騎 手塚 弘成 山川 藍良 　３
(ふじかげ) (栄バドスポ少) (愛宕ディオ)

５年生以下男子単-E 滝口 叶大 佐藤 暖晄 長谷部 雄平 　３
(山口バドスポ少) (立川バドスポ少) (広幡)

５年生以下男子単-F 孫田 翼 齋藤 諒 片桐 梨央 　３
(長井ＪＳＣ) (鶴岡城北Ｂスポ少) (天童市バドスポ少)

５年生以下男子単-G 石井 康太郎 土田 陸斗 大羽 悠月 　３
(鶴六) (鮭川バド) (長井ＪＳＣ)

５年生以下男子単-H 佐藤 美峰 井上 瑠耶 熊谷 徹平 　３
(鶴岡城北Ｂスポ少) (日新バドスポ少) (大蔵バドスポ少)

５年生以下男子単-I 丸山 稜介 東海林 龍 井上 友陽 　３
(いつきバドスポ少) (ふじかげ) (致道バドスポ少)

６年生以下男子単-A 木村 蒼太 阿部 朱佑 奥村 礼仁⑤ 　３
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(小国バドスポ少) (鶴岡城北Ｂスポ少) (ふじかげ)
６年生以下男子単-B 大竹 庵司 高橋 柚稀 佐藤 歩夢 　３

(南部シャトルスポ少) (大蔵バドスポ少) (大山バドスポ少)

６年生以下男子単-C 大沼 雄翔 今野 智貴 佐藤 琉緯 　３
(山口バドスポ少) (致道バドスポ少) (広幡)

６年生以下男子単-D 山田 周平 樋口 湧生 五十嵐 怜央 　３
(致道バドスポ少) (米沢南部ＪＢＣ) (日新バドスポ少)

６年生以下男子単-E 佐藤 壮 佐藤 瑛道 笹原 璃央 　３
(大山バドスポ少) (沼田バドスポ少) (天童市バドスポ少)

６年生以下男子単-F 今野 悠 真田 惟吹 門脇 陽希 　３
(いつきバドスポ少) (鶴岡城北Ｂスポ少) (大蔵バドスポ少)

６年生以下男子単-G 小笠原 大騎 本間 天朗 加賀山 蒼 　３
(ふじかげ) (鶴六) (栄バドスポ少)

６年生以下男子単-H 佐藤 倫嘉 工藤 有騎 冨樫 慧叶 　３
(鶴六) (南部シャトルスポ少) (愛宕ディオ)

６年生以下男子単-I 八鍬 京也 菅原 充禮 髙橋 慧 　３
(鮭川バド) (いつきバドスポ少) (広幡)

２年生以下女子単-A 松田 芽依 鈴木 咲 安在 陽南① 　３
(ふじかげ) (致道バドスポ少) (鶴岡城北Ｂスポ少)

２年生以下女子単-B 加藤 美新 佐藤 風渚 齋藤 美綴 　３
(広幡) (致道バドスポ少) (鶴岡城北Ｂスポ少)

２年生以下女子単-C 黒沼 一愛 神保 依舞① 秋葉 柚奈 　３
(立川バドスポ少) (ＫＪＢ) (愛宕ディオ)

３年生以下女子単-A 大戸 綾乃 高橋 莉愛奈 色摩 人紅 齋藤 愛華 　４
(ＫＪＢ) (致道バドスポ少) (米沢南部ＪＢＣ) (いつきバドスポ少)

３年生以下女子単-B 工藤 綾華 廣田 咲麗 佐藤 亜美 朝倉 陽向 　４
(南部シャトルスポ少) (鶴岡城北Ｂスポ少) (鶴六) (愛宕ディオ)

３年生以下女子単-C 石澤 杏果 林 美月 齋藤 瑶菜 　３
(南部シャトルスポ少) (致道バドスポ少) (愛宕ディオ)

３年生以下女子単-D 神保 芽璃 佐藤 芽希 遠藤 羽琉 　３
(ＫＪＢ) (沼田バドスポ少) (鶴六)

３年生以下女子単-E 阿部 唯花 齋藤 杏奈 大沼 柑奈 　３
(鮭川バド) (鶴岡城北Ｂスポ少) (長井ＪＳＣ)

４年生以下女子単-A 松田 莉央 佐藤 心羽音③ 伊藤 結空 伊藤 絵理菜 　４
(ふじかげ) (致道バドスポ少) (大蔵バドスポ少) (広幡)

４年生以下女子単-B 井上 蘭音 篠﨑 心遥 中鉢 結香 佐藤 寧来 　４
(ＫＪＢ) (ふじかげ) (新庄バドスポ少) (沼田バドスポ少)

４年生以下女子単-C 荒瀬 結里 加賀 ことり 白幡 綾野 　３
(奥羽ＪＢＣ) (愛宕ディオ) (鶴岡城北Ｂスポ少)

４年生以下女子単-D 廣瀬 朱 後藤 菜奈子 早坂 莉央 　３
(鶴六) (ＫＪＢ) (新庄バドスポ少)

４年生以下女子単-E 山崎 優衣 三浦 真生 五十嵐 花梨 　３
(南部シャトルスポ少) (沼田バドスポ少) (鶴六)

４年生以下女子単-F 高橋 玲桜奈 早坂 美星 古澤 花梨 　３
(致道バドスポ少) (大蔵バドスポ少) (山口バドスポ少)

４年生以下女子単-G 阿部 花音 長岡 采葉 佐藤 七星 　３
(鮭川バド) (長井ＪＳＣ) (南部シャトルスポ少)

４年生以下女子単-H 佐藤 莉采 熊谷 夏葵 清野 和夏菜 　３
(大山バドスポ少) (鮭川バド) (長井ＪＳＣ)

４年生以下女子単-I 室屋 麗空 千葉 彩子 阿部 楓莉 　３
(米沢南部ＪＢＣ) (鶴岡城北Ｂスポ少) (日新バドスポ少)

５年生以下女子単-A 高橋 真央 福田 桜菜 青柳 みなみ 八鍬 いちか 　４
(愛宕ディオ) (大山バドスポ少) (山口バドスポ少) (大蔵バドスポ少)

５年生以下女子単-B 大石 杏香 伊藤 倖乃 山口 佳穂 川越 千鶴 　４



(天童市バドスポ少) (新庄バドスポ少) (長井ＪＳＣ) (栄バドスポ少)
５年生以下女子単-C 芝田 明日香 淀川 初華 横山 彩花 　３

(鶴岡城北Ｂスポ少) (日新バドスポ少) (愛宕ディオ)
５年生以下女子単-D 福原 咲妃 竹田 歓乃 吉田 千江奈 　３

(白鷹ジュニア) (南部シャトルスポ少) (鮭川バド)
５年生以下女子単-E 五十嵐 凛音 松本 泉菜 佐藤 あかり 　３

(栄バドスポ少) (ＫＪＢ) (ふじかげ)
５年生以下女子単-F 横山 和 本間 さくら 鈴木 凛音 　３

(長井ＪＳＣ) (立川バドスポ少) (上山ジュニア)
５年生以下女子単-G 加藤 理世 髙山 智香 高梨 遥乃香 　３

(大山バドスポ少) (日新バドスポ少) (ＫＪＢ)
５年生以下女子単-H 佐藤 汐南 鈴木 愛織 児玉 陽菜乃 　３

(沼田バドスポ少) (ふじかげ) (鶴岡城北Ｂスポ少)

５年生以下女子単-I 花屋 さくら 難波 華加 古山 愛唯 　３
(上山ジュニア) (致道バドスポ少) (広幡)

５年生以下女子単-J 松田 美優 菊地 萌生 大泉 姫菜 　３
(山口バドスポ少) (新庄バドスポ少) (米沢南部ＪＢＣ)

５年生以下女子単-K 小松 優里 加藤 小春 設楽 明日香 　３
(立川バドスポ少) (米沢南部ＪＢＣ) (天童市バドスポ少)

５年生以下女子単-L 橋本 結菜 石澤 心絢 加藤 陽菜 　３
(いつきバドスポ少) (南部シャトルスポ少) (広幡)

６年生以下女子単-A 野尻 心結 早坂 空姫 鍋島 琉月 千場 葵 　４
(鮭川バド) (大蔵バドスポ少) (致道バドスポ少) (上山ジュニア)

６年生以下女子単-B 八鍬 真心 山口 玲奈 小林 音緒 　３
(奥羽ＪＢＣ) (愛宕ディオ) (立川バドスポ少)

６年生以下女子単-C 白田 夢苺 軽部 七海 金丸 真緒 　３
(山口バドスポ少) (沼田バドスポ少) (いつきバドスポ少)

６年生以下女子単-D 長岡 和佳葉 奥山 奏葉 柴田 小遥 　３
(長井ＪＳＣ) (立川バドスポ少) (南部シャトルスポ少)

６年生以下女子単-E 阿部 莉央 大沼 和佳 鈴木 杏奈 　３
(鮭川バド) (白鷹ジュニア) (鶴岡城北Ｂスポ少)

６年生以下女子単-F 廣瀬 蒼 武田 実咲希 高梨 凉芭 　３
(鶴六) (天童市バドスポ少) (ＫＪＢ)

６年生以下女子単-G 寺嶋 乃葵 佐藤 希叶 辨野 咲天 　３
(長井ＪＳＣ) (鶴六) (南部シャトルスポ少)

６年生以下女子単-H 松田 晴南 山本 空 佐藤 愛梨 　３
(上山ジュニア) (大山バドスポ少) (沼田バドスポ少)

６年生以下女子単-I 八鍬 希羽 後藤 このみ 高橋 彩乃 　３
(奥羽ＪＢＣ) (いつきバドスポ少) (ふじかげ)

６年生以下女子単-J 鈴木 あかね 堀川 遙 佐藤 柚乃 　３
(致道バドスポ少) (天童市バドスポ少) (広幡)

６年生以下女子単-K 宮島 桃愛 渡部 瑞澪 細谷 夢愛 　３
(ＫＪＢ) (酒田ジュニア) (ふじかげ)


