
柴田 晃希 石川 雄大

渡邉 出海 後藤 大輝

阿部 真大 佐々木 颯哉

大内 悠登 小松 礼人

高橋 孟也 宇佐美 俊

安倍 陸翔 瀨川 大智

狩野  誠太 菊地 蒼空

中村 漣児 佐々木 悠汰

阿部 倫太郎 佐藤 大介

高橋 優翔 相墨 誠一朗

佐藤 将太 鈴木 真白

佐藤 亮太 大坪 奏人

三浦 大輝 佐々木 希望

住久 りく 小野寺 陽

志田 琥斗 遠藤 大悟

金野 和樹 山崎 遼

菅原 歩人 新田 琉惺

伊藤 快誠 平野 伊吹

白田 悠成 大森 陽希

岩渕 蒼空 菊池 祐太郎

煙山 悠太 後藤 楓眞

米澤 佑耶 千葉 麗王

中田 仁汰 阿部 公祐

野口 陸斗 廣田 聖剛

小田島 航太 高橋 春杜

林 佳月 照井 晴空

佐々木 歩希 上野 真翔

上川 統志 一関 航帆

遠藤 幸平 菊池 陽天

佐々木 悠 佐々木 玲杜

髙橋 稜太 前田 零央

鈴木 陸 赤坂 大哉

佐藤 昊一 冨澤 隼人

鈴木 綾政 山本 真宙

山内 隆星 菊池 陸隼

赤坂 祐生 高橋 翔太

男子ダブルス

(花巻･矢沢中) (胆江･水沢南中)

5 13

(盛岡･城西中) (花巻･大迫中)

1 3

(胆江･水沢南中) 21 25 (盛岡･厨川中)

(盛岡･見前南中) (胆江･胆沢中)

6 14

(紫波･矢巾中) 29 31 (和賀･北上中)

(胆江･水沢中) (岩手･滝沢第二中)

7 15

(釜石大槌･大平中) (盛岡･仙北中)

22 26

(気仙･赤崎中) (胆江･前沢中)

8 16

(花巻･南城中) (花巻･東和中)

33 34

(胆江･前沢中) 35 (岩手･滝沢南中)

9 17

(岩手･雫石中) (胆江･江刺第一中)

23 27

(紫波･矢巾北中) (盛岡･大宮中)

10 18

(和賀･東陵中) (花巻･湯口中)

(花巻･石鳥谷中) 30 32 (釜石大槌･唐丹中)

11 19

(胆江･東水沢中) (遠野･遠野中)

(和賀･江釣子中) 24 28 (盛岡･北陵中)

2 4

(胆江･衣川中) (和賀･飯豊中)

12 20

(盛岡･岩大附属中) (胆江･衣川中)



佐々木 陽菜

大志田 仁陽 髙橋 愛泉

黒田 紗希 浅利 なな

星川 璃虹 清川 桜乙

工藤 実紀 高橋 杏凛

佐藤 結衣 助川 葵

松本 のどか 髙橋 百花

高橋 沙耶 名須川 優花

川崎 理歩 遠藤 奈那

重茂 真優子 佐藤 帆波

菅原  光 佐藤 珠朱

及川 花香 布佐 凛香

小原 藍緋 横手 夕莉

児玉 優莉 上川原 胡桃

西澤 海瑚 佐々木 蘭乃

佐藤 夏帆 宮西 舞桜

菅原 菜月 菊月 優花

古澤 莉愛 菊池 優真

遠山 結良 七海 紗和

漆原 菜々子 馬場 純伶

保木 優花 藤村 芽依

佐々木 心優 熊澤 桜空

菅原 海咲 森 眞帆

高橋 乙未 丹野 喜星

渡邊 あんな 昆 琉奈

鈴木 凛來 伊藤 凛

三浦 紗菜 佐藤ｷﾗﾗ

多田 麗羅 吉田 葵葉

照井 仁奈 髙橋 鈴奈

田原 ひより 髙橋 美桜

齊藤 璃音 似内 亜衣

石橋 陽奈 沢舘 亜利紗

菊池 七実 齊藤 美空

松木 春陽 赤石 優

鈴木 春花 高橋 涼華

石川 有香 高橋 由芽

及川 優希 菅原 七美

松原 あやな 千葉 里緒菜

井上 あかり 髙舘 那智

藤原 碧香 山本 優菜

向田 毬乃 伊藤 美羽

長山 実央 小野寺 日和

村松 百々花 小原 虹愛

田中 奈々

女子ダブルス

(紫波･矢巾中)

(盛岡･見前中) 20

12 (盛岡･厨川中)

(紫波･矢巾中) 6

1 32 (和賀･東陵中)

(和賀･飯豊中) 28

(花巻･湯口中)

(胆江･水沢中) 21

13 (胆江･江刺第一中)

(花巻･南城中) 38

36 (胆江･水沢南中)

(花巻･東和中) 22

14 (岩手･雫石中)

(和賀･上野中) 7

2 (盛岡･城西中)

(胆江･胆沢中) 33

29 (花巻･大迫中)

(盛岡･米内中) 8

3 (盛岡･土淵中)

(紫波･矢巾北中) 23

15 (和賀･飯豊中)

(胆江･水沢南中) 40 41

42 (気仙･赤崎中)

(和賀･飯豊中) 24

16 (花巻･石鳥谷中)

(胆江･衣川中) 9

4 (盛岡･見前中)

(花巻･矢沢中) 30 34

(盛岡･大宮中)

(盛岡･仙北中) 10

17 (花巻･花巻北中)

(気仙･赤崎中) 25

37 (岩手･滝沢南中)

(釜石大槌･唐丹中) 39

18 (和賀･南中)

(和賀･北上北中) 26

(胆江･前沢中)

(和賀･北上中) 31

5 35 (和賀･江釣子中)

(盛岡･乙部中) 11

19 (盛岡･見前南中)

(紫波･矢巾中) 27

(花巻･矢沢中)


