
ソロトワール決勝 （女子アンダージュニアⅠ）
最終 全国

順位 推薦

2-113 豊岡 さくら リトルスターバトン・キッズ 宮城県 1 〇

2-111 中川原 翠 バトンチームAries ⻘森県 2
2-110 猿賀 楓夏 バトンチームAries ⻘森県 3
2-118 菊池 羽結 バトンチームAries ⻘森県 4
2-112 川村 光莉 ＦＩＣＳ・Ｍジュニア 宮城県 5
2-114 田畑 友菜 ＦＩＣＳ・Ｍジュニア 宮城県 6
2-115 菅野 七海 ＦＩＣＳ・Ｍジュニア 宮城県 7
2-117 牧 あかり 鶴岡バトンスクールRay 山形県 8

ソロトワール決勝 （男子アンダージュニア）
最終 全国

順位 推薦

2-121 丹野 誠人 PL宮城MBA  宮城県 1 〇

2-120 入江 蓮斗 ZealバトントワラーズJr. 岩手県 2
2-123 樋口 慎一郎 Baton studio CLEAR SOLEIL 宮城県 3
2-122 久坂 壮晴 鶴岡バトンスクールRay 山形県 4

ソロトワール決勝 （男子ジュニア）
最終 全国
順位 推薦

2-126 小野寺 俐和 Zealバトントワラーズ 岩手県 1 〇

2-127 今野 誠哉 リトルスターバトン 宮城県 2
2-125 天江 和樹 PL宮城MBA  宮城県 3
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ソロトワール決勝 （女子ジュニアⅡ）
最終 全国

順位 推薦

2-221 吉田 優杏 バトンチームAries ⻘森県 1 〇

2-219 小林 瑠依 バトンチームAries ⻘森県 2 〇

2-222 下平 寧々 ＰＬ宮城ＭＢＡ 宮城県 3
2-218 平野 沙奈 ＰＬ宮城ＭＢＡ 宮城県 4
2-225 大場 奏和 JewelBatonTeam 宮城県 5
2-220 照井 茉色 Zealバトントワラーズ 岩手県 6
2-224 ⻑嶺 恋美 リトルスターバトン 宮城県 7
2-223 立花 結奈 ＰＬ岩手ＭＢＡ 岩手県 8

 №  氏名 団体名 県名



ソロトワール決勝 （女子アンダージュニアⅡ）

最終 全国

順位 推薦

1-221 中川 愛望 ZealバトントワラーズJr. 岩手県 1 〇

1-218 鈴木 心陽 バトンチームAries ⻘森県 2 〇

1-220 伊藤 つむぎ ＰＬ岩手ＭＢＡ 岩手県 3 〇

1-223 伊藤 凛 ＰＬ宮城ＭＢＡ 宮城県 4
1-224 鈴木 紗彩 バトンチームAries ⻘森県 5
1-219 相沢 碧愛 ＦＩＣＳ・Mジュニア 宮城県 6
1-222 井上 鈴華 ＰＬ岩手ＭＢＡ 岩手県 7
1-225 佐藤 柚凪 ZealバトントワラーズJr. 岩手県 8

 №  氏名 団体名 県名



ソロトワール決勝 （女子ジュニアⅠ）
最終 全国

順位 推薦

1-228 横山 芽衣 聖ドミニコ学院中学校高等学校 宮城県 1 〇

1-226 肥田 暖乃 Zealバトントワラーズ 岩手県 2 〇

1-230 村上 蘭 ＦＩＣＳ・Mジュニア 宮城県 3
1-229 川原 汐璃 ＰＬ岩手ＭＢＡ 岩手県 4
1-232 伊藤 このは ＰＬ岩手ＭＢＡ 岩手県 5
1-227 中田 結彩 ＰＬ岩手ＭＢＡ 岩手県 6
1-233 豊岡 心春 リトルスターバトン 宮城県 7
1-231 入江 結愛 Zealバトントワラーズ 岩手県 8

 №  氏名 団体名 県名



トゥーバトン （女子アンダージュニアⅠ）
最終 全国

順位 推薦

1-147 千葉 日菜子 PL岩手MBA 岩手県 1 〇

1-146 鷹幸 紗子 ⼋⼾市⽴柏崎⼩学校バトン部 ⻘森県 2
1-144 伊藤 沙笑 ZealバトントワラーズJr. 岩手県 3
1-145 村上 嘉笑良 ZealバトントワラーズJr. 岩手県 4
1-143 中川原 翠 バトンチームAries ⻘森県 5
トゥーバトン （女子ジュニアⅡ）

最終 全国

順位 推薦

1-154 栗生 怜菜 バトンチームAries ⻘森県 1 〇

1-150 藤谷 麻央 リトルスターバトン 宮城県 2
1-152 木村 桃子 バトンチームAries ⻘森県 3
1-156 山田 美月 秋田フリップバトンサークル 秋田県 4
1-155 木村 琉音 聖ドミニコ学院中学校高等学校 宮城県 5
1-149 丸山 葵 常盤木学園高等学校バトントワリング部 宮城県 6
スリーバトン （女子アンダージュニア）

最終 全国

順位 推薦

1-159 中川原 凜 バトンチームAries ⻘森県 1
スリーバトン （女子ジュニアⅠ）

最終 全国

順位 推薦

1-161 川井 茉莉亜 バトンチームAries ⻘森県 1 〇
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トゥーバトン決勝 （女子ジュニアⅠ）
最終 全国

順位 推薦

2-148 肥田 暖乃 Zealバトントワラーズ 岩手県 1 〇

2-146 木村 友愛 リトルスターバトン・キッズ 宮城県 2
2-143 木村 紅葉 バトンチームAries ⻘森県 3
2-147 古内 桃花 ＦＩＣＳ・Ｍジュニア 宮城県 4
2-149 中田 結彩 PL岩手MBA 岩手県 5
2-150 髙橋 夢実 山形ジュニアバトントワリングスクール 山形県 6
2-144 貝守 祐咲 バトンチームAries ⻘森県 7
2-145 阿部 日和 ⼋⼾市⽴柏崎⼩学校バトン部 ⻘森県 8
トゥーバトン決勝 （男子アンダージュニア）

最終 全国

順位 推薦

2-153 入江 蓮斗 ZealバトントワラーズJr. 岩手県 1 〇

トゥーバトン決勝 （男子ジュニア）
最終 全国

順位 推薦

2-155 ⼩野寺 俐和 Zealバトントワラーズ 岩手県 1 〇

2-156 伊藤 輝 PL宮城MBA  宮城県 2
スリーバトン決勝 （女子ジュニアⅡ）

最終 全国

順位 推薦

2-158 北城 百花 バトンチームAries ⻘森県 1 〇

スリーバトン決勝 （男子ジュニア）
最終 全国

順位 推薦

2-160 丹野 悠人 PL宮城MBA  宮城県 1 〇
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ペア （ジュニアⅠ）
最終 全国

順位 推薦

川原 汐璃

高橋 梨音

井上 華

村上 蘭

眞下 ひかり

入江 結愛

鈴木 ゆりあ

木村 友愛 

徳田 凪紗

古澤 凜心

木村 紅葉

菊池 稀衣

ペア （アンダージュニア）
最終 全国

順位 推薦

中川 愛望

伊藤 沙笑

相沢 碧愛

村上 凜

佐藤 千恵

佐藤 妃茉莉

齋藤 ひいろ

松村 爽那

小清水 蘭

桜田 羽春

PL岩手MBA

ＦＩＣＳ・Ｍジュニア

Zealバトントワラーズ

リトルスターバトン・キッズ

ＦＩＣＳ・Ｍジュニア

5

ZealバトントワラーズJr.

バトンチームAries

バトンチームAries1-169 ⻘森県

41-170 ⻘森県

3

1-171 宮城県

1-172 岩手県

2 〇

1 〇1-168 岩手県ZealバトントワラーズJr.

Zealバトントワラーズ

3 〇1-166 岩手県

2 〇

1 〇

1-163 宮城県

4

1-167 岩手県

6

5

1-162 ⻘森県

1-165 岩手県

1-164 宮城県

 №  氏名 団体名 県名

バトンチームAries
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ペア （ジュニアⅡ）
最終 全国

順位 推薦

天江 和樹

下平 寧々

平野 沙奈

松本 穏空

⻑嶺 恋美

豊岡 美優

中村 花

田中 美羽

川原 理瑚

立花 結奈

佐藤 希実

平山 由彩
6

5

2-167 秋田フリップバトンサークル 秋田県

4

2-166 PL岩手MBA 岩手県

3 〇

2-162 Zealバトントワラーズ 岩手県

〇

2-165 リトルスターバトン 宮城県

〇

2-163 PL宮城MBA  宮城県

2-164 PL宮城MBA  1

2

 №  氏名 団体名 県名

宮城県



ソロストラット決勝 （ジュニアⅡ）
最終 全国

順位 推薦

1-179 吉田 優杏 バトンチームAries ⻘森県 1 〇

1-173 岩渕 羽希 リトルスターバトン 宮城県 2 〇

1-174 照井 茉色 Zealバトントワラーズ 岩手県 3
1-181 髙橋 乃愛 JewelBatonTeam 宮城県 4
1-183 中村 花 Zealバトントワラーズ 岩手県 5
1-182 照井 柊色 Zealバトントワラーズ 岩手県 6
1-180 吉田 桃子 JewelBatonTeam 宮城県 7
1-184 佐藤 希実 秋田フリップバトンサークル 秋田県 8

ソロストラット決勝 （アンダージュニア）
最終 全国

順位 推薦

1-186 鈴木 心陽 バトンチームAries ⻘森県 1 〇

1-187 清水 玲花 S.K BatonTwirling MORIOKA 岩手県 2
1-193 伊藤 つむぎ PL岩手MBA 岩手県 3
1-189 菊池 稀衣 バトンチームAries ⻘森県 4
1-192 昆 佑眞 ZealバトントワラーズJr. 岩手県 5
1-188 藤原 ひまり ZealバトントワラーズJr. 岩手県 6
1-190 寺⻑根 詩乃 ZealバトントワラーズJr. 岩手県 7
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ソロストラット決勝 （ジュニアⅠ）
最終 全国

順位 推薦

2-183 高橋 梨音 PL岩手MBA 岩手県 1 〇

2-176 伊藤 このは PL岩手MBA 岩手県 2 〇

2-181 中屋敷 祇茉 バトンチームAries ⻘森県 3
2-180 上野 雫 PL宮城MBA  宮城県 4
2-177 佐藤 七海 ＦＩＣＳ・Ｍジュニア 宮城県 5
2-178 眞下 ひかり Zealバトントワラーズ 岩手県 6
2-182 平山 由彩 秋田フリップバトンサークル 秋田県 7
2-175 浦波 結愛 S.K BatonTwirling MORIOKA 岩手県 8

 №  氏名 団体名 県名



ダンストワール決勝 （ジュニアⅠ）
最終 全国

順位 推薦

1-198 井上 華 ＦＩＣＳ・Ｍジュニア 宮城県 1 〇

1-201 ⻑井 菫 山形ジュニアバトントワリングスクール 山形県 2 〇

1-199 横山 芽衣 聖ドミニコ学院中学校高等学校 宮城県 3 〇

1-196 豊岡 心春 リトルスターバトン 宮城県 4
1-202 三上 愛子 バトンチームAries ⻘森県 5
1-203 貝守 祐咲 バトンチームAries ⻘森県 6
1-195 高杉 結花 リトルスターバトン 宮城県 7
1-206 横田 彩雪 リトルスターバトン 宮城県 8
ダンストワール決勝 （アンダージュニア）

最終 全国

順位 推薦

1-216 鈴木 紗彩 バトンチームAries ⻘森県 1 〇

1-211 白石 雪乃 バトンチームAries ⻘森県 2 〇

1-214 井上 鈴華 PL岩手MBA 岩手県 3
1-209 村上 凜 ＦＩＣＳ・Ｍジュニア 宮城県 4
1-212 岩間 唯 Ｂａｔｏｎ Ｔｅａｍ Ｆｌｕｏｒｉｔｅｓ ⻘森県 5
1-217 佐藤 柚凪 ZealバトントワラーズJr. 岩手県 6
1-213 星野 柚妃 山形ジュニアバトントワリングスクール 山形県 7
1-208 本多 桃佳 ＦＩＣＳ・Ｍジュニア 宮城県 8

 №  氏名 団体名 県名
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ダンストワール決勝 （ジュニアⅡ）
最終 全国

順位 推薦

2-206 小林 瑠依 バトンチームAries ⻘森県 1 〇

2-197 五十嵐 北斗 PL岩手MBA 岩手県 2 〇

2-211 岩渕 羽希 リトルスターバトン 宮城県 3 〇

2-210 大場 奏和 JewelBatonTeam 宮城県 4 〇

2-194 松本 穏空 PL宮城MBA  宮城県 5
2-195 小笠原 里倖 JewelBatonTeam 宮城県 6
2-202 鈴木 れいら リトルスターバトン 宮城県 7
2-204 広瀬 美風 JewelBatonTeam 宮城県 8
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