
 
佐藤 仁美 和島 百燿
遠藤 理彩 遠藤 育帆

小笠原 寧々 菊地 美希
野口 真希 小綿 さくら

尾形 結女 髙谷 七海
畠山 梓 寺澤 黎莉

三浦 佳理菜 平子 碧葉
後藤 奏 鈴木 乃愛

加藤 玲奈 笠原 蓉
三浦 琴音 久光 志乃

堀 紗也華 古積 咲那
青木 菜々子 鈴木 珠梨愛

佐藤 由佳 氏家 あみ
菅原 遥樺 佐藤 未歩

長橋 二千花 奈良崎 綾香

阿部 菜奈 坂本 紗菜

鈴木 香澄 髙橋 南美
泉田 華成 遊佐 百萌

三浦 咲乃 高屋 亜美
伊藤 好生 園部 愛奈

橋元 せりな 髙橋 菜美
髙島 菜穂 狩野 真奈

佐々木 梨奈 橋本 のぞみ
徳江 奈々佳 大友 玲奈

菅原 芙紘 佐藤 花音
小野 凜 櫻井 汐音

引地 優果 小林 彩乃
髙橋 くるみ 玉川 明香里

若生 響 布田 美紗
遠藤 青風 髙橋 優芽

林 知南 髙橋 実玖
牧野 実来 真籠 美来

渡邊 千紗都 杉本 絢香
芳賀 香邑 平野 結子

山田 栞音 岩渕 奏子
佐々木 花梨 猪股 恵里

奥田 遥奈 佐々木 萌圭

遠藤 礼美 泉 さくら

本松 佑里香 八嶋 ひより

遠藤 柚月 髙橋 ひまり

阿部 優菜 佐藤 葉月
庄子 梨沙 大橋 春流

戸引 未来 入間川 優
中川 このみ 藤浦 花乃

大槻 夏歩 吉木 絵莉香
柴田 奈津子 石垣 里佳子

藤井 裕生 武田 愛
平川 礼華 小泉 りの

岩渕 暁子 後藤 樹
熊谷 実優 星 美空

渡邊 彩乃 佐藤 結夏
佐藤 柚依 神品 明子

白根澤 里香 長谷川 沙奈

相原 美羽 引地 菜津実

鈴木 芽依 後藤 萌絵
阿部 春花 丹野 優沙

猪 彩乃 熊谷 唯花
横山 杏蘭 後藤 こゆき

渡辺 千咲都 伏見 樺乃
日野 希良莉 馬場 桜華

髙橋 美月 山内 美歩
大久保 玲良 鈴木 乃綾

髙橋 理央 丸子 ほのか

橋本 七海 阿子島 椿

松本 茉那 村上 鈴佳
早坂 千尋 小野寺 恋

小森 杏実 瀬戸 彩花
藤田 麗奈 及川 由季

吉野 由唯 加藤 亜希菜

大坂 由夏 菅原 みなみ

佐藤 あゆみ 髙井 なお
佐藤 春菜 芦名 未都

佐藤  稀羅 佐藤 杏美
遠山  凜 日下 莉沙

竹田 琳 山田 楓乃
三浦 実咲 豊島 萌恵

石垣 梨果 佐々木 真衣

工藤 双葉 山口 真由
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高校女子ダブルス（GD314）
平成29年度　宮城県ジュニアバドミントン選手権大会

1 (聖ｳﾙｽﾗ） (聖ｳﾙｽﾗ） 158
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2 (仙台西）



植松 美帆 梅澤 かりん

樋口 結羽 佐藤 優那

三浦 里緒奈 飯嶋 里彩
長谷川 愛歌 松成 結衣

大内 葉月 早村 葵
青木 優香 三上 莉奈

山崎 琳菜 呉 知佳
千田 みなみ 阿部 百花

千葉 朱香 佐藤 茜里
小野寺 瑠菜 太田 成美

泉 祐芽 田中 ひかる

三浦 史織 市村 明日香

小林 海璃 木村 優
新里 花凜 鈴木 紫音

鈴木 結雅 神田 ひなた

鈴木 菜月 小林 結菜

阿部 もえ 髙梨 彩
佐藤 絢香 橋口 真依

細川 絵梨花 小林 亜美
相澤 理緒 木村 日菜

沼畑 茉甫 高橋 茉白
山口 結衣 榎 日花里

大友 千夏 髙橋 明花
木村 未歩 樋口 歩子

小野寺 わか奈 石川 可菜
尾形 響希 佐藤 文香

齊藤 倫愛 大渕 綾香
大内 春奈 瀬川 碧

加藤 千聖 畠山 愛珠花

鈴木 珠緒 大内 雅

鈴木 凜 早坂 萌
佐藤 佳琳 石川 未佳

門澤 眞虹 阿部 和来
藤井 花乃子 柴塚 奈々子

須藤 千尋 髙橋 花那
赤坂 麗 平塚 知恵

佐藤 涼花 我妻 優衣
佐藤 桃花 鈴木 佳乃

千葉 美穂 千葉 花生
白戸 結 三浦 美月

伏見 薫乃 藤本 珠奈
南川 凜佳 大谷 瑞貴

石井 日菜 三浦 七海
高橋 彩花 小山 里子

山本 彩夏 阿部 美岬
佐藤 希歩 岩塚 未結

千葉 奈々 水戸 紗羅紗

阿部 楓 鈴木 花香

遠藤 有香 志野 未夢
佐藤 永美香 佐藤  愛美

加藤 来実 林 真央
小林 真奈 佐藤 優

佐々木 鈴菜 小林 琳水
亀山 優花 阿部 千尋

村上 早希 中田 朱音
渡邉 純菜 後藤 結愛

小松 明日香 小野寺 琴咲
小野寺 琴音 高橋 歩花

及川 紗英 鈴木 万依子

佐藤 佑紀 小林 里渚

遠藤 優花 佐々木 千奈実

新山 里奈 松田 美優

後藤 美優 末永 柚希
清野 志穂 相樂 亜美

田口 綾香 佐々木 ゆきの

佐々木 美咲 内ヶ崎 未来

根本 涼伽 森谷 日花里

木村 彩乃 加藤 綾菜

菊池 真紀 渡邉 玲華
塚田 冴英 鈴木 彩花

小山 倫佳 矢口 真子
鈴木 美月 若生 れいな

横山 美咲 阿部 有希
日下 栞 津田 亜胡

小原 和泉 中川 亜惟
佐藤 詠美 土畑 亜美

櫻井 夏海 阿部 礼愛
桔梗 華衣 菊地 沙綾

西郡 もも
神山 歩美
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82 146
59 (仙台二華）

56 (仙台） (泉） 213
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46 (大河原商） (松山） 203
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橋本 紗衣 加藤 彩音
内海 円伽 阿部 衣純

鳴海 有咲 横田 敦子
四家 優香 尾坪 莉子

櫻井 萌 梅澤 綾奈
佐々木 聖羅 會田 麻琴

相澤 美咲 新倉 菜月
安田 紗香 渡辺 咲季

村松 伽純 佐藤 志保里

小川 瑠香 長澤 里美

千葉 香里 猪野 美波
三浦 菜瑚 村上 千明

森本 彩里紗 今野 里南
梶原 千波 斎藤 杏香

髙橋 未来 菊池 里恋
高橋 ﾆｷ 髙橋 未菜美

佐藤 玲菜 本間 紗也加

小野寺 凜 金山 莉子

秋山  夏凜 大場 結月
小山  未咲 丹野 優菜

佐藤 樹梨 成田 朱里
三浦 琴音 後藤 稚葉

伊藤 瑠来 影山 美雪
福村 はづき 長谷川 風花

伏見 彩花 石川原 七虹

栗村 月葉 佐藤 瑞記

鳩岡 菜々 大沼 香奈
岩隈 志保 平間 望里

菊地 茉友 小野寺 柚里

難波 流菜 真壁 葵

佐藤 里奈 井野川 早希

川村 優羽 真鍋 玲菜

瀨野尾 さくら 佐々木 杏理

千葉 唯邑 佐々木 萌花

郷内 和音 鈴木 真菜
細川 真未 我妻 梨奈

早坂 砂樹 佐藤 夏澄
杣木 唯香 市村 綾乃

佐藤 麗那 伊藤 ﾙﾅ
高田 優衣 鎌田 美涼

天野 愛望 庄司 茉以
根津 光希 雨宮 千紗

阿部 瑞姫 小野寺 ひより

市瀬 結 梅田 みのり

佐藤 梓 佐藤 百合
鈴木 綾夏 菅野 玲華

佐藤 姫奈 阿久津 舞桜

相原 綾 松本 唯

塩田 彩乃 山崎 紗由
我妻 愛莉 松井 美空

水上 瑠里 金澤 和泉
林 朋花 今野 美羽

橋本 明日香 星 仁美
赤間 桃乃 河野 成美

木嶋 愛 阿部 菜月
熊谷 智佳 森 彩香

槙 明香里 大髙 沙弥
伊藤 真由 早坂 那音

金野 美優 鹿野 有紗
池田 桃衣 鈴木 千尋

大橋 美緒 奥村 朱梨
内久根 芽生 佐藤 実桜

松本 未来 鈴木 彩奈
佐々木 清楓 金子 円香

柄目 綺春 西野 瑠那
小野 彩菜 阿部 美優香

宮東 瑞稀 佐々木 華
菅原 栞南 千葉 華花

長谷川 京香 大沼 美穂
守屋 美優 横山 小夏

菅原 万紀 千葉 瑠誓
佐藤 千優 山下 初華

上林 果鈴 安藤 和奏
小山 桜 郷 瑞穂

柴田 愛梨 円舘 涼花
松浦 希莉 大浪 莉歩

山下 百花 野村 芽以
高橋 咲妃 佐藤 海那

山上 舞夏
三浦 琴乃
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神山 さやか 神尾 悠里
五十嵐 優花 小笠原 望乃佳

早坂 美郁 細田 愛結
佐々木 友香 峯田 京佳

三門 優南 松本 栞奈
木村 真紀 山口 莉佳

佐藤 麻衣 相澤 舞
牛間木 愛祐美 櫻井 文乃

澤 裕美 鈴木 夢花
寺崎 朱音 佐藤 愛

佐藤 聖 近江 綾和
針生 希 反畑 栞

大谷津 佳子 石崎 陽菜
齋藤 玲 三浦 愛花

渡邉 奈夢 引地 葵
森山 りな 鈴木 りな

森 愛莉 平塚 結衣
今野 日菜 三輪 雛子

横田 萌々 猪股 美有
平澤 かなえ 桒永 萌々子

梅津 安奈 小島 未真
牧野 育恵 佐藤 麗奈

岸 朋花 髙橋 香帆
小出 乃維 高橋 咲那

小野寺 梨杜 櫻井  美志津

髙橋 結 鈴木  悠加

相澤 沙南 相馬 菜緒
佐々木 晴菜 佐々木 愛莉

石川 晴香 菅野 未空
阿部 綾音 佐藤 玲奈

伊在井 涼香 水谷 夏瑠
西山 奏穂 石川 ほのか

萱塲 しおり 渡邊 聖奈
水口 莉那 逵 彩音

藤見 奈奈枝 李 麗恵
西塚 佳乃 佐々木 萌

髙橋 実希 齋藤 芽翠
鈴木 成咲 竹田 奈央

門馬 有紀 吉田 玲南
千葉 瑠奈 梶原 歩美

渡邉 くるみ 千葉  なのか

澤村 冬深 及川 瑞稀

針生 美喜 佐藤 愛華
粟野 夏希 熊谷 恋花

井上 愛理 臼井 もえ
山田 真菜 丹治 まどか

渡邊 瑞樹 髙橋 望月
志賀 唯奈 大坪 結羽

大信田 泉 上野 彩花
嶋宮 郁佳 三瓶 詩衣奈

粟野 有菜 櫻井 遥
遠藤 夢芽 小関 万尋

真島 奈実樹 鍵本 愛音
伊藤 ゆきの 相原 南

瀬戸 ひかり 菅原 由舞
大友 蒼唯 及川 萌

鎌田 彩加 藤本 さや香

小池 双葉 佐藤 優羽

佐藤 真菜 渡邉 美咲
鈴木 るか 佐藤 稀央

鷲田 舞 長谷川 樹里

白戸 美佳 星 美咲

玉澤 実侑 大内 理央奈

角田 美緒 千葉 彩未

田村 望侑 遠藤 めぐ美

鈴木 舞奈 今泉 瀬菜

森 愛莉 伊庭野 彩楓

都澤 楓 佐藤 杏未

三塚 千晶 持田 菖
瀬田川 菜々香 殖栗 凜里佳

薄根 舞緒 中村 華
鈴木 千秋 栗原 美結

浅田 真愛 髙山 音乃
木村 遥香 鹿野 風花

髙橋 凛 下原 理美
前田 磨那 及川 和音

宇都 智加 相原 郁実
櫻井 紀香 土生木 梨南

156 (松島） (名取北） 313

122 186
157 (聖ｳﾙｽﾗ） (聖和） 314

(仙台商） 311

155 (富谷） 218 250 (仙台東） 312

29 58

153 (名取北） 266 282 (学院榴ｹ岡） 310

121 185
154 (大河原商）

120 184
152 (角田） (亘理） 309

150 (塩釜） (名取） 307

217 249
151 (柴田農） (石巻桜坂） 308

(仙台城南） 305

290 298
149 (聖ﾄﾞﾐﾆｺ） (宮城広瀬） 306

119 183

28 57
147 (仙台三） (古川） 304

118 182
148 (学院榴ｹ岡）

145 (仙台東） (蔵王） 302

146 (白石） 216 248 (気仙沼西） 303

(泉） 300

265 281
144 (仙台育英） (白石） 301

117 181

(仙台） 298

142 (仙台西） (仙台西） 299

116 180
143 (仙台）

140 (仙台二華） (黒川） 297

27 56
141 (仙台一） 215 247

(仙台育英） 295

302 306
139 (松山） (佐沼） 296

115 179

26 55
137 (宮城広瀬） (仙台二華） 294

114 178
138 (登米総合）

135 (多賀城） (古川黎明） 292

136 (仙台三桜） 214 246 (仙台向山） 293

(大河原商） 290

264 280
134 (仙台向山） (泉松陵） 291

113 177

(塩釜） 288

132 (古川黎明） (仙台三桜） 289

112 176
133 (佐沼）

130 (泉） (仙台一） 287

25 54
131 (仙台二） 213 245

(泉館山） 285

289 297
129 (黒川） (村田） 286

111 175

24 53
127 (名取） (宮城一） 284

110 174
128 (仙台商）

125 (宮城学院） (築館） 282

126 (古川） 212 244 (角田） 283

(東北生文大高） 280

263 279
124 (宮城一） (仙台二） 281

109 173

(仙台西） 278

122 (宮城農） (多賀城） 279

108 172
123 (仙台西）

23 52
121 (亘理） 211 243

119 (常盤木） (聖ｳﾙｽﾗ） 276

107 171
120 (泉館山） (富谷） 277


