
第２５回ラケットショップ山形杯山形県中学生バドミントン選手権大会

大会参加者名簿
氏名 所属 氏名 所属

ＢＤ 坂川 悠真 山形一中 鈴木 志実 山形一中

ＢＤ 三澤 千晃 山形一中 鈴木 心之助 山形一中

ＢＤ 三條 正宗 山形一中 村上 幸太 山形一中

ＢＤ 滝口 健太 山形二中 大沼 春輝 山形二中

ＢＤ 齋藤 瑠鎧 山形二中 猪口 蒼斗 山形二中

ＢＤ 鈴木 聡介 山形三中 豊岡 大典 山形三中

ＢＤ 加藤 翔馬 山形四中 池田 皓 山形四中

ＢＤ 志鎌 光 山形五中 渋谷 光駕 山形五中

ＢＤ 柴田 友義 山形六中 千田 永愛 山形六中

ＢＤ 村上 悠斗 山形六中 兼子 大誠 山形六中

ＢＤ 會澤 真優 山形七中 田嶋 和歩 山形七中

ＢＤ 大沼 奏介 山形七中 清水 想介 山形七中

ＢＤ 岡田 洸翼 山形七中 菅野 充希 山形七中

ＢＤ 山川 優輝 山形十中 渡辺 拓隼 山形十中

ＢＤ 柿﨑 玄磨 山形十中 渡邉 晃大 山形十中

ＢＤ 長澤 拓己 山形十中 皆森 綾翔 山形十中

ＢＤ 諏訪 颯太 鶴岡二中 鈴木 亜悠睦 鶴岡二中

ＢＤ 長谷川 晴海 鶴岡二中 五十嵐 羅依 鶴岡二中

ＢＤ 阿部 塔弥 鶴岡二中 齋藤 太雅 鶴岡二中

ＢＤ 佐藤 多希 鶴岡五中 加藤 有輔 鶴岡五中

ＢＤ 石川 泰成 立川中 板垣 暁俊 立川中

ＢＤ 清野 颯太 立川中 薄網 奏茉 立川中

ＢＤ 髙橋 翔星 日新中 豊後 貫汰 日新中

ＢＤ 姉﨑 大和 真室川中 鈴木 瑠也 真室川中

ＢＤ 佐藤 輝門 真室川中 松井 玲騎 真室川中

ＢＤ 佐藤 珀 真室川中 佐藤 漣 真室川中

ＢＤ 佐藤 奏太 大蔵中 髙橋 颯太 大蔵中

ＢＤ 工藤 羽槻 天童一中 横倉 大翔 天童一中

ＢＤ 鈴木 貴紀 天童一中 遠藤 凱哉 天童一中

ＢＤ 赤塚 心央 天童一中 槇野 陽斗 天童一中

ＢＤ 井澤 秀虎 天童二中 髙橋 諒央斗 天童二中

ＢＤ 滝口 優翔 天童二中 原田 翼 天童二中

ＢＤ 横山 愛碧 高畠中 近野 昊希 高畠中

ＢＤ 竹田 颯也 高畠中 金子 湊亮 高畠中

ＢＤ 大地 温真 高畠中 菅原 清虎 高畠中

ＢＤ 鈴木 陽天 米沢三中 冨樫 伶斗 米沢三中

ＢＳ 林 惇裕 山形一中 ＢＳ 黒木 新太 山形一中

ＢＳ 中野 千洋 山形二中 ＢＳ 冨樫 健琉 山形二中

ＢＳ 池野 陽翔 山形二中 ＢＳ 鈴木 康介 山形三中

ＢＳ 柏倉 光 山形四中 ＢＳ 前田 昊冴 山形四中

ＢＳ 白木 大貴 山形五中 ＢＳ 阿部 翔真 山形五中

ＢＳ 石向 凪渡 山形六中 ＢＳ 鈴木 仁悠 山形七中

ＢＳ 星川 和輝 山形七中 ＢＳ 渋谷 圭佑 山形十中

ＢＳ 柴田 一途 山形十中 ＢＳ 阿邉 柊太 山形十中

ＢＳ 剱持 光陽 鶴岡一中 ＢＳ 手塚 将成 鶴岡一中

ＢＳ 上野 虎太朗 鶴岡二中 ＢＳ 白畑 伊織 鶴岡二中

ＢＳ 小林 渓輝 鶴岡二中 ＢＳ 鈴木 大喜 鶴岡四中

ＢＳ 田中 煌海 鶴岡四中 ＢＳ 田澤 史悠 鶴岡五中

ＢＳ 黒沼 比呂 立川中 ＢＳ 島脇 爽来 立川中

ＢＳ 金内 琥徹 立川中 ＢＳ 髙橋 煌汐 新庄中



氏名 所属 氏名 所属

ＢＳ 髙橋 治斗 明倫学園 ＢＳ 斎藤 蓮 日新中

ＢＳ 佐藤 駿宇 日新中 ＢＳ 三上 悠 真室川中

ＢＳ 安藤 真斗 真室川中 ＢＳ 髙橋 唯央 真室川中

ＢＳ 早坂 佑羽 大蔵中 ＢＳ 三條 心 大蔵中

ＢＳ 高橋 来歩 大蔵中 ＢＳ 村形 和樹 天童一中

ＢＳ 日詰 優楽 天童一中 ＢＳ 太田 将歩 天童二中

ＢＳ 土田 李來 天童二中 ＢＳ 佐藤 湊 天童四中

ＢＳ 押野 寛 天童四中 ＢＳ 増田 湊都 高畠中

ＢＳ 半田 瑛都 高畠中 ＢＳ 島津 大地 高畠中

ＢＳ 金田 煌冴 白鷹中 ＢＳ 髙野 倫太郎 米沢二中

ＢＳ 桑原 悠輔 米沢三中 ＢＳ 鈴木 颯人 酒田四中

ＢＳ 富樫 蓮 酒田六中 ＢＳ 中井 健太 神町中

ＢＳ 秋葉 陽直 神町中 ＢＳ 渡邉 圭介 酒田三中



氏名 所属 氏名 所属

ＧＤ 熊谷 彩花 山形一中 清野 菜月 山形一中

ＧＤ 木村 愛梨 山形一中 長野 日和 山形一中

ＧＤ 五十嵐 陽依 山形二中 鈴木 瞳 山形二中

ＧＤ 長船 莉子 山形二中 山沢 ゆず 山形二中

ＧＤ 浅岡 陽向 山形二中 小松 果凛 山形二中

ＧＤ 山川 美菜子 山形三中 山田 凜音 山形三中

ＧＤ 渡辺 夢生 山形三中 佐藤 妃菜多 山形三中

ＧＤ 井上 千寿 山形三中 堀江 悠月 山形三中

ＧＤ 紺野 莉央奈 山形四中 佐藤 さくら 山形四中

ＧＤ 小山田 美結 山形四中 長谷川 はる 山形四中

ＧＤ 武田 あみ 山形四中 星川 心愛 山形四中

ＧＤ 荒木 莉乃 山形五中 片桐 優 山形五中

ＧＤ 武田 聖永 山形五中 竹村 心 山形五中

ＧＤ 加藤 美槻 山形六中 児玉 優芽 山形六中

ＧＤ 沼澤 葵 山形六中 前原 侑衣 山形六中

ＧＤ 髙橋 遙 山形七中 伊藤 穂香 山形七中

ＧＤ 菊地 結楓 山形七中 草苅 朱寿 山形七中

ＧＤ 丹野 怜奈 山形七中 今野 穂香 山形七中

ＧＤ 安部 心彩 山形十中 小笠原 惟 山形十中

ＧＤ 菊地 涼乃 山形十中 加藤 緋莉 山形十中

ＧＤ 五十嵐 花梨 鶴岡一中 岡部 葵暖 鶴岡一中

ＧＤ 小野寺 恋音 鶴岡一中 吉田 朱里 鶴岡一中

ＧＤ 白幡 綾野 鶴岡二中 小林 愛海 鶴岡二中

ＧＤ 佐藤 優乃花 鶴岡二中 佐藤 璃星 鶴岡二中

ＧＤ 中島 奏 鶴岡三中 齋藤 心愛 鶴岡三中

ＧＤ 和田 はなか 鶴岡三中 佐藤 芽香 鶴岡三中

ＧＤ 佐藤 蓮桜 鶴岡三中 小瀧 優杏 鶴岡三中

ＧＤ 清野 結乃香 鶴岡四中 冨樫 美結 鶴岡四中

ＧＤ 佐藤 莉采 鶴岡五中 長谷川 咲奈 鶴岡五中

ＧＤ 齋藤 優花 鶴岡五中 佐藤 優芽 鶴岡五中

ＧＤ 渋谷 梨乃 三川中 砂田 夏希 三川中

ＧＤ 石川 莉子 三川中 上野 凜音 三川中

ＧＤ 佐藤 里海 新庄中 小野 真央 新庄中

ＧＤ 佐藤 寧来 明倫学園 三浦 真生 明倫学園

ＧＤ 阿部 楓莉 日新中 佐藤 心絆 日新中

ＧＤ 佐藤 莉央 舟形中 森 心愛 舟形中

ＧＤ 熊谷 夏葵 鮭川中 阿部 花音 鮭川中

ＧＤ 黒木 紬 鮭川中 黒沼 千愛 鮭川中

ＧＤ 伊藤 畔 天童一中 大石 直奈 天童一中

ＧＤ 村田 理紗 天童二中 佐藤 真倫 天童二中

ＧＤ 遠藤 璃姫奈 高畠中 髙梨 恋愛 高畠中

ＧＤ 髙橋 愛唯 高畠中 高橋 聖奈 高畠中

ＧＤ 二宮 そら 高畠中 遠藤 彩礼 高畠中

ＧＳ 松田 莉央 山形一中 ＧＳ 林 愛浬紗 山形一中

ＧＳ 佐藤 七星 山形二中 ＧＳ 佐藤 彩凪 山形二中

ＧＳ 朝倉 千捺 山形二中 ＧＳ 篠﨑 心遥 山形三中

ＧＳ 青柳 琴羽 山形三中 ＧＳ 今野 怜 山形三中

ＧＳ 鈴木 愛乃 山形四中 ＧＳ 本間 翔子 山形五中

ＧＳ 浅野 梨愛 山形六中 ＧＳ 佐藤 百萌 山形六中

ＧＳ 渋谷 心花 山形七中 ＧＳ 笹原 鈴寿 山形七中

ＧＳ 菊地 紗綾 山形十中 ＧＳ 會田 凛 山形十中

ＧＳ 青木 葉月 山形十中 ＧＳ 廣瀨 朱 鶴岡一中



氏名 所属 氏名 所属

ＧＳ 阿部 ひなの 鶴岡一中 ＧＳ 鶴岡二中

ＧＳ 五十嵐 樹里 鶴岡二中 ＧＳ 落合 七聖 鶴岡三中

ＧＳ 中目 紗希 鶴岡三中 ＧＳ 五十嵐 璃乃 鶴岡三中

ＧＳ 高橋 伶桜奈 鶴岡四中 ＧＳ 西川 ひなの 鶴岡五中

ＧＳ 照井 琉愛 鶴岡五中 ＧＳ 長南 瑠華 立川中

ＧＳ 柿﨑 心花 立川中 ＧＳ 野澤 日渚 三川中

ＧＳ 本間 優里花 三川中 ＧＳ 中鉢 結香 新庄中

ＧＳ 早坂 莉央 新庄中 ＧＳ 芦原 光梨 明倫学園

ＧＳ 荒瀬 結里 日新中 ＧＳ 畠腹 寧々 日新中

ＧＳ 二戸 結愛 日新中 ＧＳ 進藤 美生 舟形中

ＧＳ 佐藤 唯愛 舟形中 ＧＳ 沼澤 羽織 舟形中

ＧＳ 松澤 琴音 真室川中 ＧＳ 白畑 翔星姫 真室川中

ＧＳ 早坂 美星 大蔵中 ＧＳ 加藤 さくら 大蔵中

ＧＳ 古澤 花梨 天童一中 ＧＳ 菅野 絢椛 天童二中

ＧＳ 菊地 結羽 天童二中 ＧＳ 菊地 詩音 天童二中

ＧＳ 小野 杏奈 天童三中 ＧＳ 今井 楓姫 高畠中

ＧＳ 鈴木 珠莉亜 高畠中 ＧＳ 遠藤 美菜 高畠中

ＧＳ 菅原 花音 長井北中 ＧＳ 長沼 純花 長井北中

ＧＳ 遠藤 美羽 長井北中 ＧＳ 清野 和夏菜 長井南中

ＧＳ 佐藤 瑠愛 長井南中 ＧＳ 鈴木 蘭音 米沢二中

ＧＳ 加賀 ことり 米沢三中 ＧＳ 酒田四中

ＧＳ 髙橋 日和 酒田四中 ＧＳ 佐藤 真衣 陵東中

ＧＳ 清野 美咲 朝日中 ＧＳ 佐久間 彩寧 朝日中

ＧＳ 齋藤 望実 酒田六中


