
１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート 10コート 11コート 12コート 13コート 14コート 15コート 16コート 17コート 18コート

08:00

08:45 GD-1 GD-2 GD-3 GD-4 GD-5 GD-6 GD-7 GD-8 GD-9 GD-10 GD-11 GD-12 GD-13 GD-14 GD-15 GD-16 BD-1 BD-2

09:05 BD-3 BD-4 BD-5 BD-6 GD-17 GD-18 GD-19 GD-20 GD-21 GD-22 GD-23 GD-24 GD-25 GD-26 GD-27 GD-28 GD-29 GD-30

09:25 GD-31 GD-32 GD-33 GD-34 GD-35 GD-36 GD-37 GD-38 GD-39 GD-40 GD-41 GD-42 GD-43 GD-44 GD-45 GD-46 GD-47 GD-48

09:45 BD-7 BD-8 BD-9 BD-10 BD-11 BD-12 BD-13 BD-14 BD-15 BD-16 BD-17 BD-18 BD-19 BD-20 BD-21 BD-22 BD-23 BD-24

10:05 BD-25 BD-26 BD-27 BD-28 BD-29 BD-30 BD-31 BD-32 BD-33 BD-34 BD-35 BD-36 BD-37 BD-38

10:25 GD-49 GD-50 GD-51 GD-52 GD-53 GD-54 GD-55 GD-56 GD-57 GD-58 GD-59 GD-60 GD-61 GD-62 GD-63 GD-64

10:55 BD-39 BD-40 BD-41 BD-42 BD-43 BD-44 BD-45 BD-46 BD-47 BD-48 BD-49 BD-50 BD-51 BD-52 BD-53 BD-54

11:25 MD-1 MD-2 MD-3 MD-4 MD-5 MD-6 MD-7 MD-8 MD-9 MD-10 MD-11 MD-12 MD-13 MD-14 WD-1 WD-2 30MD-1 30MD-2

11:55 30MD-3 30MD-4 40MD-1 40MD-2 40MD-3 40MD-4 50MD-1 50MD-2 60MD-1 60MD-2 70MD-決勝 30WD-1 40WD-1 50WD-1 60WD-決勝

12:25 GD-65 GD-66 GD-67 GD-68 GD-69 GD-70 GD-71 GD-72 BD-55 BD-56 BD-57 BD-58 BD-59 BD-60 BD-61 BD-62

13:10 MD-15 MD-16 MD-17 MD-18 MD-19 MD-20 MD-21 MD-22 WD-3 WD-4 WD-5 WD-6 30MD-5 30MD-6

13:55 40MD-5 40MD-6 40MD-7 40MD-8 50MD-3 50MD-4 60MD-決勝 60MD-三決 30WD-2 30WD-3 40WD-2 50WD-2

14:40 GD-73 GD-74 GD-75 GD-76 BD-63 BD-64 BD-65 BD-66 MD-23 MD-24 MD-25 MD-26 WD-7 WD-8

15:25 30MD-決勝 30MD-三決 40MD-9 40MD-10 50MD-決勝 50MD-三決 30WD-決勝 30WD-三決 40WD-3 50WD-3

16:10 GD-77 GD-78 BD-67 BD-68

16:55 MD-27 MD-28 40MD-決勝 40MD-三決 WD-決勝 WD-三決

17:40 GD-決勝 GD-三決 BD-決勝 BD-三決 MD-決勝 MD-三決

１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート 10コート 11コート 12コート 13コート 14コート 15コート 16コート 17コート 18コート

08:00

08:45 GS-1 GS-2 GS-3 GS-4 GS-5 GS-6 GS-7 GS-8 GS-9 GS-10 GS-11 GS-12 GS-13 GS-14 GS-15 GS-16 GS-17 GS-18

09:05 GS-19 GS-20 GS-21 BS-1 BS-2 BS-3 BS-4 BS-5 BS-6 BS-7 BS-8 BS-9 BS-10 GS-22 GS-23 GS-24 GS-25 GS-26

09:25 GS-27 GS-28 GS-29 GS-30 GS-31 GS-32 GS-33 GS-34 GS-35 GS-36 GS-37 GS-38 GS-39 GS-40 GS-41 GS-42 GS-43 GS-44

09:45 GS-45 GS-46 GS-47 GS-48 GS-49 GS-50 GS-51 GS-52 GS-53 BS-11 BS-12 BS-13 BS-14 BS-15 BS-16 BS-17 BS-18 BS-19

10:05 BS-20 BS-21 BS-22 BS-23 BS-24 BS-25 BS-26 BS-27 BS-28 BS-29 BS-30 BS-31 BS-32 BS-33 BS-34 BS-35 BS-36 BS-37

10:25 BS-38 BS-39 BS-40 BS-41 BS-42 MS-1 MS-2 MS-3 MS-4 MS-5 GS-54 GS-55 GS-56 GS-57 GS-58 GS-59 GS-60 GS-61

10:55 GS-62 GS-63 GS-64 GS-65 GS-66 GS-67 GS-68 GS-69 BS-43 BS-44 BS-45 BS-46 BS-47 BS-48 BS-49 BS-50 BS-51 BS-52

11:25 BS-53 BS-54 BS-55 BS-56 BS-57 BS-58 MS-6 MS-7 MS-8 MS-9 MS-10 MS-11 MS-12 MS-13 MS-14 MS-15 MS-16 MS-17

11:55 MS-18 MS-19 MS-20 MS-21 WS-1 WS-2 WS-3 WS-4 30MS-1 30MS-2 30MS-3 30MS-4 30MS-5 30MS-6 40MS-1 40MS-2 40MS-3 40MS-4

12:25 50MS-1 50MS-2 60MS-決勝 GS-70 GS-71 GS-72 GS-73 GS-74 GS-75 GS-76 GS-77 BS-59 BS-60 BS-61

13:10 BS-62 BS-63 BS-64 BS-65 BS-66 MS-22 MS-23 MS-24 MS-25 MS-26 MS-27 MS-28 MS-29 WS-5

13:55 WS-6 30MS-7 30MS-8 30MS-9 30MS-10 40MS-5 40MS-6 50MS-決勝 50MS-三決

14:40 GS-78 GS-79 GS-80 GS-81 BS-67 BS-68 BS-69 BS-70

15:25 MS-30 MS-31 MS-32 MS-33 30MS-決勝 30MS-三決 40MS-決勝 40MS-三決 WS-決勝 WS-三決

16:10 GS-82 GS-83 BS-71 BS-72 MS-34 MS-35

16:55 GS-決勝 GS-三決 BS-決勝 BS-三決 MS-決勝 MS-三決

競技上の注意

開館・受付

奥州市総合体育館

開館・受付

奥州市総合体育館

不足する場合、参加選手の協力をお願いします。

メインアリーナ サブアリーナ

補助員

第６６回岩手県種目別バドミントン選手権大会タイムテーブル

第１日　令和３年７月１０日

メインアリーナ サブアリーナ

第２日　令和３年７月１１日

１０日 １１日

主審

得点表示

タイムテーブル１段目の主審はシード選手が行う。

補助員は前沢高校バドミントン部員が行いますが

線審

敗者

敗者

補助員

敗者

補助員



1. 本大会は令和３年度（公財）日本バドミントン協会競技規則並びに同大会運営規定

及び公認審判員規定により行います。

2. 少年の部２回戦までポイント制限１５点打ち切り（延長なし）とします。

その他の試合は２１点（延長３０点）３ゲームマッチとします。

タイムテーブルは流し込み方式で行います。進行に注意し待機してください。

3. 朝の練習時間は設けません。

試合前の挨拶後、どちらかが初戦時のみ３分間の練習を設けます。

(１日目ダブルスはパートナー同士、２日目シングルスは対戦相手と）

4. 審判は敗者主審制とします。

後半、試合が連続するので会場内に残っている選手のご協力をお願いします。

5. 少年の部のコーチングシートへの着席については、ＩDカードを持った方及び

当該校の監督・コーチ・選手のみとします。

また、その際の服装については、試合に相応しい服装でお願いします。

6. 館内・敷地内、全面禁煙です。ご注意ください。

第６６回岩手県種目別バドミントン選手権大会　

＜競技上の注意＞



1. 会場への入場について

・本大会は参加選手・監督コーチ・大会役員のみの入場とします（関係者以外入場禁止）

・朝の入場は、１階入口と２階入口からとします。

　１階入口からの入場→役員・一般選手・少年の部（北奥・県南・花巻地区）

　２階入口からの入場→少年の部（県北・盛岡・気仙釜石・宮古地区）

・体育館玄関の下駄箱使用禁止、各自保管願います。

・大会当日は各自必ず検温と健康確認をしてから参加してください。

・風邪症状等健康状態に問題がある場合は参加はご遠慮願います。

・受付時、健康状態確認シートを必ず提出してください。

・PCR検査の陰性証明書ついて、メール等での陰性連絡でも証明とします。

・体育館フロアは試合時のみの使用とし待機は２階観客席を使用してください。

・開会式及び表彰式は行いません（入賞者が決まった時点で都度表彰します）

2. 会場での消毒・換気や感染防止のための処置について

＜消毒に関して＞

・体育館入退時、試合開始、終了時は必ず手洗い・アルコール消毒をしてください。

　フロア各所にアルコール消毒液を設置します。

　ゲーム間、試合終了後、必ずモップ掛けをお願いします。

・線審等の椅子は着席する人が変わるごとに除菌シートで消毒お願いします。

・主審板、鉛筆等の消毒は、試合終了後都度本部で行います。

＜換気に関して＞

3. 三密を避ける

・２階観客席では、出来る限り学校ごと・地域ごとに、一定の距離を空けて着席をお願いします。

　席を移動しての観戦・応援等禁止。

・サブアリーナの観客席の使用禁止。

・マスクの着用をお願いします（競技してない選手はマスクを着用してください）

・試合前後のあいさつ時、握手は行わないものとします。

・選手同士の握手やハイタッチは禁止。また大きな声での会話や声出し（声援）

　を禁止とし、拍手のみとします。

4. その他

・熱中症対策のため、こまめな水分補給を心掛けてください。

・コートサイドにかご等は設置しません。各自バッグ等に収容してください。

　タオル・飲み物等、直接床に置かないようにしてください。

・参加者の出したゴミは必ず各自で持ち帰りを徹底してください。

第６６回岩手県種目別バドミントン選手権大会　

感染症対策

＜大会参加に関わる事項＞

・各所出入口ドア等を開放したままとします。



渡邊 拓也 薄衣 頼希

佐藤  悠 伊藤  駆

旭田 臣成 尾﨑 凰伽

村松 宏哉 佐藤  朔

佐々木颯太 中田  颯

大堰 斗望 工藤 嘉人

鈴木 劉稀 鵜浦  翼

佐藤 佳都 佐々木 琉星

古見 諒汰 蟹澤 俊太

髙橋 瑞葵 杉村 優磨

及川 翔太 横森 龍希

及川 和真 内村 壮汰

熊谷  諒 小田島銀河

柏﨑 拓実 菊池 泉織

千田 優輔 水野 魁人

菊池吏久人 留畑  卓

渡邊 隼弥 川向 渉翼

浦川 将太 狩野 良太

佐々木永遠 平賀 翔太

阿部 駿介 小山田泰地

田中 覧宇 髙林稀瑠亜

佐々木悠斗 鈴木 渚月

中舘 大貴 髙橋  伯

藤村 脩磨 佐藤 翔平

小澤 拓澄 藤野 太一

柏山 未来 宍戸  豪

千葉  海 南舘 那瑠

及川 瑞葵 庭 空利勇

飯岡 健太 佐々木丈斗

松重 昂汰 平野 愛斗

岩渕 覇央 千田 朝陽

佐藤  陸 柳清水紘希

髙橋 優斗 岩渕 修良

小野寺颯汰 高林 海斗

久保 翔太 菅原 魁吏

菅原 俊輔 藤井 海斗

阿部 洸也 二上優唯斗

清水 駿平 髙橋 響生

菅原 楓斗 祝田 優平

平賀 晴也 金﨑 大河

梅津汰貢斗 ﾊﾙﾚｺﾞ ﾏｻｶｽﾞ

佐々木颯馬 飯村 柚斗

高橋  諒 大橋 優唯

佐々木 裕 黒渕 夢磨

及川  翔 堀切 悠太

松坂 奏汰 及川 嵩浩

庭 海利守 上野 健祐

三浦 大和 早野竜之介

佐藤 汰一 小山田智典

遠藤 冬唯 坂下 諒輔

黒田 脩生 菅原 槙人

佐々木歩生 柴田 晃希

佐藤 輝流 阿部 斗夢

遠藤  奨 石川 奈薙

金野  陸 小野寺 将

菅原 優雅 芳賀 梨玖

菊池 永遠 小山田惠大

杉澤 柊太 宮城 紘斗

赤坂 一真 山瀨  海

谷藤 丈太 佐藤 温十

東梅 芳樹 古山 由登

黒澤 遥斗 奥  桜介

武田 明樹 佐藤 未幸

小野寺 響 坂本 元気

小澤 彪悟 小野寺唯斗

千葉 哉己 角地 久遠

澤田 慎司 前川 琢雅

川南 佑人 坂下 摂南

岩渕  凜 伊藤 裕哉

岩渕 聖雅 岩間 亮太

少年男子ダブルス(BD)

(前沢) (前沢)

7 23

(盛岡商業) (大船渡)

1 4

(西和賀) 39 47 (盛岡大学附属)

(花巻北) (一関修紅)

8 24

(黒沢尻工業) 55 59 (花巻北)

(大東) (盛岡商業)

9 25

(大船渡) (専大北上)

40 48

(岩谷堂) (釜石)

10 26

(一関第一) 63 (盛岡第四)

65

(前沢) (花北青雲)

11 27

(釜石) (水沢第一)

41 49

(盛岡市立) (岩谷堂)

12 28

(水沢商業) (千厩)

56

(千厩) 60 (釜石商工)

13 29

(盛岡中央) (大迫)

42

(花泉) 50 (盛岡中央)

14 5

(前沢) (水沢商業)

30

(前沢) 67 (前沢)

15 69 68

(盛岡第三) (前沢)

2 31

(専大北上) 43 (大槌)

51

(水沢第一) (一関第二)

16 32

(盛岡第一) 57 (西和賀)

61

17 33

(釜石商工) (盛岡第三)

44

18 34

(花北青雲) (矢沢中)

(久慈東) (黒沢尻北)

(前沢)

19 35

52

(一関学院) (一関高専)

(黒沢尻北) (盛岡市立)

20

64

(水沢) 66

(盛岡第一)

(一関修紅) (大東)

45 53

36

(盛岡大学附属) (水沢)

(大槌) 58 62

3 6

(盛岡第四)

21 37

(一関第二) (水沢農業)

(前沢) (花北青雲)

(水沢農業) 46 54 (一関第一)

三位決定戦

70

(久慈東)

22 38



少年男子シングルス(BS)

佐藤  悠 (前沢) 藤井 海斗 (前沢)

11 27

佐藤 啓太 (黒沢尻北) 飯岡 健太 (盛岡中央)

1 6

佐々木 裕 (盛岡第一) 43 51 鈴木 劉稀 (花巻北)

鵜浦  翼 (一関修紅) 島森  瞬 (水沢商業)

12 28

瀬川 真央 (水沢) 59 63 伊藤 壮春 (盛岡第三)

小山田惠大 (盛岡市立) 高橋  諒 (盛岡第一)

13 29

祝田 優平 (大槌) 浦川 将太 (一関第一)

44 52

小山田智典 (一関高専) 堀切 悠太 (黒沢尻北)

14 30

菅原 槙人 (矢沢中) 白田 悠成 (前沢中)

67 69

岩渕 聖雅 (前沢) 黒田 脩生 (花北青雲)

15 31

古見 諒汰 (黒沢尻工業) 中田  颯 (盛岡大学附属)

2 53

松坂 奏汰 (久慈東) 45 及川  翔 (久慈東)

32

蟹澤 俊太 (花巻北) 髙林稀瑠亜 (水沢第一)

16

後藤 健太 (水沢商業) 64 小田島銀河 (専大北上)

60 33

菅原 楓斗 (専大北上) 庭 海利守 (釜石商工)

17

千葉 時仁 (一関第一) 54 髙橋 拓也 (西和賀)

7

小野寺 響 (一関第二) 46 田中 覧宇 (釜石)

3 34

鈴木 玲智 (水沢農業) 髙橋 響生 (前沢)

18

伊藤 裕哉 (花北青雲) 71 72 薄衣 頼希 (前沢)

73 35

菅原 魁吏 (前沢) 佐々木琉星 (一関修紅)

19 8

澁谷 信孝 (盛岡第三) 55 鈴木 勇斗 (盛岡商業)

4

南舘 那瑠 (釜石商工) 47 佐藤 未幸 (水沢農業)

36

佐々木丈斗 (大迫) 坂下 諒輔 (一関高専)

20 65

佐藤 祐治 (千厩) 61 柴田 晃希 (矢沢中)

37

大橋 優唯 (西和賀) 狩野 良太 (盛岡第四)

21

松重 昂汰 (盛岡中央) 56 橋本 遥希 (一関学院)

48 9

内村 壮汰 (盛岡商業) 佐藤 巧起 (花巻東)

22 38

佐々木歩生 (花北青雲) 岩渕  凜 (前沢)

68 70

川向 渉翼 (盛岡第四) 佐藤 輝流 (水沢)

23 39

佐藤 汰一 (一関学院) 東梅 芳樹 (大槌)

49 57

梅津汰貢斗 (水沢第一) 武田 明樹 (一関第二)

24 40

佐々木悠斗 (釜石) 中舘 大貴 (盛岡市立)

髙橋  伯 (岩谷堂) 62 66 熊谷  諒 (大船渡)

25 41

菅原 匠真 (花泉) 千葉 遥矢 (千厩)

(盛岡大学附属) 岩渕 覇央 (花泉)

尾﨑 凰伽 (大船渡) 50 58 平野 愛斗

二上優唯斗 (前沢) 渡邊 拓也

(大迫)

5 10

赤坂 一真

(前沢)

三位決定戦

74

26 42



熊谷  雅 清水 美羽

吉田 愛梨 畠山 鈴未

小山 綺姫 霜越 真帆

加賀 奈緒 佐々木聖奈

田澤 暖佳 平野 美桜

渡邉 紗姫 木下  凜

越田 真帆 石川さくら

古舘 千冬 三浦 深鈴

佐藤 優羽 千葉 美咲

米澤 優凪 佐藤 里桜

千葉 結子 髙橋 双葉

千葉 紗香 菊池  絹

伊藤 心優 三浦由香里

藤原寿々香 照井 姫歌

金子 桃華 菅原 由唯

小田 彩乃 細越 耀加

川村 早耶 菊地  葵

三浦 一巴 朝倉 瑞稀

小原 虹愛 小澤 優衣

田中 奈々 澤田  凛

鈴木 吉乃 森  眞帆 (東朋中)

志田菜々海 熊谷  楓 (厨川中)

川村  心 岩渕 紗英

菅原  萌 齋藤 花凛

古澤 和花 土井愛弥佳

萱場 伶良 大坪 澄佳

髙橋  舞 桑田 心優

木村 緋莉 久慈 千夏

上野 真穂 岩渕星乃羽

佐藤 彩花 吉田 千央

瀬浪 香葉 佐々木美優

赤坂 和奏 藤田 絆生

松本 真凜 高屋敷星七

西野 茉央 川向 柚歌

中田 茉帆 菅原 彩華

瀧音 幸乃 佐藤 陽菜

圓子 莉彩 小原 瑠夏

加藤 凜音 平野 未結

川村 真央 志田  遥

室岡  椋 菊地 莉那

楢木 亜弥 佐藤 鈴緒

金森 未容 森  柑奈

佐野 史沙 阿部日那乃

福田 彩菜 長代 彩咲

藤澤 夏野 菊池 莉奈

武蔵 莉奈 及川 彩希

伊藤 未悠 小野寺心優

阿部 結音 三浦 莉緒

水上 南瀬 古舘 美咲

菊地 陽那 阿部 凪沙

佐々木江実 武田 果帆

岩渕 彩乃 石川由佳奈

藤澤みのり 遠藤 梓音

小澤 来望 岩渕 彩加

小山莉々華 菊池 美咲

千葉 愛華 今野 陽菜

池内みずほ 昆  美妃

三浦 瑠依 永洞 陽和

柳原 彩夏 小野寺美緒

阿部 凛果 遠藤 花音

齊藤こころ 高橋 乙未

照井 沙風 藤村 芽依

佐藤 柊佳 菊池穂乃香

芦萱 優衣 竹澤 乃風

後川 輝星 高橋 真実

平内 美樹 佐々木葵唯

高橋 亜弥 照井 玲那

中村菜々華 三輪 暁音

柿澤 奈々 攝待 彩織

丹波 もか 小原 朝陽

小野寺 凛 及川 咲智

福田 永愛 小野寺 遥

髙橋 朱里 西風舘蓮菜

佐々木碧唯 外川生純美

白澤 里緒 永畠 朋華

大橋  結 林尻かなみ

菊池 咲帆 菊池 彩来

鍋割 祐花 佐々木 璃

小岩 美咲 上平 佳歩

小野寺好花 長山 紗千

少年女子ダブルス(GD)

(花北青雲) (花北青雲)

17 33

(一関修紅) (盛岡商業)

1 9

(水沢商業) 49 57 (釜石商工)

(釜石) (西和賀)

18 34

(黒沢尻北) (一関第二)

65 69

(水沢第一) (花巻北)

19 35

(盛岡誠桜) (大槌)

(久慈) 50 58 (盛岡第一)

2 10

(盛岡第二) (北上翔南)

20 36

(矢沢中) (盛岡白百合)

73 75

(前沢)

21 37

(花北青雲) (水沢第一)

3 11

(盛岡市立) 51 59 (盛岡第三)

(盛岡北) (久慈)

22 38

(釜石商工) (千厩)

66 70

(盛岡第三) (岩手女子)

23 39

(北上翔南) (久慈東)

(久慈東) 52 60 (一関高専)

4 12

(盛岡白百合) (黒沢尻北)

24 40

(花巻北) (前沢)

77 78

(盛岡市立) 79 (花北青雲)

25 41

(大槌) (盛岡北)

5 13

(岩手女子) 53 61 (岩谷堂)

(一関第二) (前沢)

26 42

(岩谷堂) (盛岡大学附属)

67 71

(水沢) (水沢商業)

27 43

(盛岡第四) (一関修紅)

(千厩) 54 62 (一関第一)

6 14

(花巻東) (宮古水産)

28 44

(花北青雲) (盛岡市立)

74 76

(専大北上) (飯豊中)

29 45

(一関学院) (専大北上)

7 15

(宮古水産) 55 63 (大船渡)

(盛岡商業) (盛岡誠桜)

30 46

(西和賀) (花巻東)

68 72

(一関第一) (水沢)

31 47

(盛岡第一) (遠野)

(盛岡大学附属) 56 64 (盛岡第四)

(釜石)

32 48

(前沢) (盛岡第一)

三位決定戦

80

8 16

(遠野)



少年女子シングルス(GS)

熊谷  雅 (花北青雲)

22 長山 紗千 (盛岡第一)

米澤 優凪 (黒沢尻北) 38

1 川村 早耶 (盛岡第二)

佐藤梨璃愛 (岩手女子) 54 12

62 桑田 心優 (久慈)

丹野早智子 (千厩)

23 夏井 美優 (北上翔南)

攝待 彩織 (花巻東) 39

70 高屋敷星七 (久慈東)

佐藤 柊佳 (一関学院) 74

24 照井 玲那 (盛岡誠桜)

髙橋 双葉 (花巻北) 40

2 西風舘蓮菜 (遠野)

高橋 真実 (大船渡) 13

55 照井 姫歌 (大槌)

髙橋 日和 (一関第一) 63

3 永沼 遥々 (盛岡第三)

佐藤 実桜 (釜石) 14

25 佐々木葵唯 (大船渡)

齊藤こころ (専大北上) 78 41

80 熊谷  楓 (厨川中)

森  眞帆 (東朋中)

26 佐藤 鈴緒 (花北青雲)

川村ことみ (西和賀) 42

4 鈴木 吉乃 (前沢)

髙橋 朱里 (盛岡第一) 56 15

64 小山  恵 (千厩)

佐々木江実 (水沢)

27 齊藤 美月 (盛岡第四)

小野寺美緒 (盛岡市立) 43

71 遠藤 梓音 (一関修紅)

高橋 亜弥 (盛岡商業) 75

28 石崎 椛叶 (一関第二)

高橋 乙未 (飯豊中) 44

柿澤 奈々 (西和賀)

菊池 逢花 (一関修紅) 57

5 65 福田 永愛 (一関第一)

川向 柚歌 (久慈東) 16

29 八重樫玲奈 (専大北上)

三浦 由子 (前沢) 45

古澤 和花 (盛岡市立)

志田  遥 (前沢) 82 83

30 84 志田菜々海 (前沢)

菅原 彩華 (一関高専) 46

6 藤村 芽依 (飯豊中)

水上 南瀬 (岩谷堂) 58 17

66 佐々木吏央 (宮古水産)

菊池 紗姫 (水沢商業)

31 高橋  椿 (水沢第一)

久慈 千夏 (久慈) 47

72 坂下 瑞奈 (岩手女子)

三浦 一巴 (盛岡第二) 76

32 小原 虹愛 (矢沢中)

及川 咲花 (北上翔南) 48

7 吉田 磨凜 (盛岡大学附属)

藤田 花子 (盛岡第四)

59 67 吉田 世那 (盛岡白百合)

三浦由香里 (大槌) 18

8 船木映里菜 (水沢商業)

柾谷 志穂 (盛岡北) 49

33 川村 真央 (花巻北)

森  柑奈 (花北青雲)

79 81 小野寺好花 (前沢)

澤田  凛 (盛岡白百合) 50

34 佐藤 彩花 (釜石商工)

金野 宇希 (一関第二) 19

9 菅原 由唯 (盛岡第一)

田中 奈々 (矢沢中) 68

60 佐藤 愛依 (一関学院)

萱場 伶良 (盛岡市立) 20

10 小原 朝陽 (花巻東)

千葉 結子 (水沢第一) 51

35 高橋 春希 (黒沢尻北)

田村 千里 (盛岡第三) 77

73 中居林優心 (釜石)

平内 美樹 (宮古水産) 52

36 髙橋  舞 (盛岡北)

上野 真穂 (釜石商工)

69 岩渕 彩乃 (水沢)

勝山 心晴

吉田 愛梨 (花北青雲)

(盛岡大学附属) 61 21

11 中村菜々華 (盛岡商業)

千葉 寧々 (前沢)

三位決定戦

85

菊池 咲帆 (遠野) 53

37



 
阿部 健也 (日本端子） 高橋 亮 (盛岡市）

軽石 直人 (JR東日本） 劔持 祐之介 (盛岡白百合学園教）

森田 樹 菊地 佑太 (一関高専）

木村 龍成 髙橋 利緒 (産業技術短大）

羽生 莉久 (盛岡誠桜高教） 菊池 渡和

藤原 愛斗 (富士大学） 吉田 圭汰

上村 海斗 (滝沢市） 藤元 竣太郎

長谷川 祥大 (花巻市） 石河 楓稀

阿部 永遠 出雲 友也

新井山 晃也 小林 拓海

高橋 海夢 (奥州市） 佐藤 真心 (ﾌｼﾞｷﾝ）

鈴木 雅人 (一関市） 髙橋 隆之 (矢巾町）

高橋 優飛 澤田 舜也

千田 壱郎 藤田 悠矢

小形 隆仁郎 阿部 幹太

三浦 侑翔 阿部 大地

千葉 浩幸 高橋 拓夢 (JR東日本）

小笠原 克哉 砂川 竜輝 (花巻市）

赤坂 綾斗 板橋 駿佑

佐藤 岳翔 武田 大空

及川 心 (矢巾町） 伊丹 一翔

大山 達也 (北上市） 阿部 優希

菅原 慎也 荒河 慶哉

及川 雄翔 石田 直也

觸澤  拓 太田 俊英

植竹 晃大 藤村 拓人

佐々木 琉斗 (ﾌｼﾞｷﾝ） 川手 太賀

佐藤 謙士朗 (KIOXIA） 小笠原 凌太

三浦 大 菊川 旭飛 (明治大学）

菊地 一希 長谷川 剛之 (立命館大学）

三位決定戦

30

22

23

24

25

26

27

2829

16

17

18

19

20

21

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(盛岡市）

(富士大学）

1

2

3

4

5

(一関市）

(岩手大学）

(富士大学）

(富士大学）

(東北学院大学）

(神奈川大学）

(奥州市）

(富士大学）

(岩手大学）

(奥州市）

(富士大学）

(富士大学）

(盛岡市）

(岩手大学）

(富士大学）

(東日本国際大学）

青年男子ダブルス

(岩手大学）



 
菅原 大地 (東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ） 高橋 慎 (岩手ｽｶｲﾃｯｸ）

尾形 工 (JR東日本） 吉田 安具利 (奥州市）

千田 祐也 山崎 範彦

石川 晋也 大道口 傑

亀ヶ森 友 千田 拓也

諸房 悟史 村上 竜也

佐々木 翔太 (盛岡ひがし支援学校） 田口 千晃 (盛岡市）

石川 貴寛 (仙建工業） 多田 祐太 (花巻市）

(盛岡市）

(奥州市）7

4

5

三位決定戦

8

6

1

2

3

30歳以上男子ダブルス

(奥州市）

(盛岡市）



 
三瓶 雅幸 (一関市） 柳原 賢 (一関修紅高校）

岩渕 辰男 (川嶋印刷） 畠山 崇 (西和賀高校）

髙橋 至 (北上） 鎌田 豪

下瀬川 健吉 (KIOXIA） 長山 隆寛

及川 耕平 髙橋 英樹 (北上市）

藤原 徳貴 伊藤 俊幸 (JR東日本）

平田 純一 (JR東日本） 外川 正昭 (盛岡市）

髙橋 拓也 (北上市） 小笠原 亮 (陸自岩手）

畠山 拓 (花巻市） 髙橋 輝勝 (北上市）

千田 一馬 (水沢一高） 佐藤 光春 (KIOXIA）

吉濱 幸宏 佐藤 慎也 (奥州市）

白幡 義経 佐藤 憲明 (北上市）

三位決定戦

12

1

2

3

4

6 8

9

(釜石市）

(PHA）

40歳以上男子ダブルス

(矢巾町）

10

11

5 7



 
昆 義哉 (矢巾） 鈴木 浩喜

小原 智雄 (KIOXIA） 阿部 勝志

上野 桂 (盛岡） 浅沼 良雄 (JR東日本）

藤井 秀樹 (すねっくす） 箱石 健 (岩谷堂高校）

菊池 和男 (北上市） 藤澤 正幸

佐藤 正人 (一関市） 猪俣 公弘

6

1

2

3

45

三位決定戦

50歳以上男子ダブルス

(奥州市）

(盛岡市）



 
斉藤 剛 (盛岡市） 伊藤 一郎 (盛岡市）

菊池 敏 (奥州市） 菊地 英俊 (奥州市）

北野 和敏 (釜石市） 菊地 稔 (千厩）

髙田 満 (盛岡市） 高橋 輝彰 (紫波）

1 2

3

三位決定戦

4

60歳以上男子ダブルス



 
佐藤 秀 (一関市）

矢島 英雄 (盛岡市）

佐々 孝

熊谷 徹

70歳以上男子ダブルス

(釜石市）

1



 
長岡 朱里 佐山 莉奈 (雫石）

中島 陽菜 佐々木 鈴花 (花巻）

佐藤 香織 軽石 奏海

菊地 夏奈 渡邊 美穂

千葉 ひなた 桐田 志織 (盛岡市）

伊藤 穂南 重石 珠花 (矢巾町）

柳村 優歌 (盛岡大学） 久保 芽以

吉村 美耶 (花巻市） 三嶋 瑛菜

金野 夕香 (北上市） 中島 葵

外川 実空 (盛岡市） 藤井 愛

三位決定戦

10

(花巻市）

1

2

4 6

7 8

(盛岡市）

(釜石市）

9

青年女子ダブルス

(花巻市）

(岩手大学）

3 5

(東日本国際大学）



 
戸田 益美 (花巻市）

菊地 孝美 (奥州市） 渡辺 紫乃 (滝沢市）

高橋 奈緒子 熊谷 幸江 (盛岡市）

高橋 南 長濱 絵里奈

佐藤 未紗 (花巻市） 菊地 香那

片方 麻美 (盛岡市）

三位決定戦

5

(盛岡市）1

2 3

4

30歳以上女子ダブルス

(奥州市）



 

岩渕 政子 3 1
亀谷 麗

(一関市)
佐藤 あけみ 3 2
浦川 智美
(ｆｏｒｔｉｓｓｉｍｏ)

幸田 めぐみ 1 2
廣木 あゆみ
(奥州市・北上市)

勝-敗40歳以上女子ダブルス
亀谷

40歳以上女子ダブルス

順　位
岩渕 幸田

廣木
佐藤
浦川



 

横手 智江美 3 1
畠山 美由紀
(盛岡市・花巻市)

宮田 真由美 3 2
千田 祐子

(北上市)
谷藤 さなえ 1 2
伊藤 公子

(盛岡市)

勝-敗50歳以上女子ダブルス
畠山

50歳以上女子ダブルス

順　位
横手 谷藤

伊藤
宮田
千田



 
太田 寛子 (滝沢市）

安藤 不二子 (盛岡市）

高橋 幸子 (盛岡市）

葛巻 茂子 (ひめかみ）

60歳以上女子ダブルス

1



 

三位決定戦

37

29

30

31

32

33

34 35

36

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

長谷川 剛之 (立命館大学）

1

2

3

4

5

7

8

佐々木 郁哉 (釜石市）

川手 太賀 (富士大学）

新井山 晃也 (富士大学）

劔持 祐之介 (盛岡白百合学園教）

石田 直也 (富士大学）

高橋 拓夢 (JR東日本）

大山 達也 (北上市）

小林 拓海 (岩手大学）

菊地 佑太 (一関高専）

阿部 健也 (日本端子）

阿部 幹太 (東北学院大学）

藤田 悠矢 (富士大学）

赤坂 綾斗 (岩手大学）

砂川 竜輝 (花巻市）

阿部 永遠 (富士大学）

菊川 旭飛 (明治大学）

菊地 一希 (神奈川大学）

藤原 愛斗 (富士大学）

大原 健汰 (花巻市）

澤田 舜也 (富士大学）

千葉 佑介 (一関市）

小形 隆仁郎 (富士大学）

藤元 竣太郎 (富士大学）

高橋 優飛 (東日本国際大学）

植竹 晃大 (富士大学）

高橋 亮 (盛岡市）

三浦 大 (神奈川大学）

荒河 慶哉 (富士大学）

觸澤  拓 (富士大学）

羽生 莉久 (盛岡誠桜高教）

出雲 友也 (岩手大学）

長谷川 祥大 (花巻市）

金田 和也 (一関市）

上村 海斗 (滝沢市）

青年男子シングルス

軽石 直人 (JR東日本）

小笠原 凌太 (富士大学）

6



 

三位決定戦

14

2

3

(JR東日本）

4

5

6

7

8

9

1213

村上 竜也 (奥州市）

小原 弘俊 (矢巾町）

10

11

千葉 浩幸 (盛岡市）

尾形 工

石川 貴寛 (仙建工業）

吉田 安具利 (奥州市）

山崎 範彦 (盛岡市）

藤澤 洋明 (JR東日本）

田口 千晃 (盛岡市）

千田 拓也 (奥州市）

佐々木 翔太 (盛岡ひがし支援学校）

山内 絢也 (ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ岩手）

30歳以上男子シングルス

多田 祐太 (花巻市）

小野寺 雄太 (一関市）

1



 

三位決定戦

8

2

3

4

5 6

7 白幡 義経 (釜石市）

岩渕 辰男 (川嶋印刷）

髙橋 拓也 (北上市）

千田 一馬 (水沢一高）

伊藤 俊幸 (JR東日本）

鎌田 豪 (PHA）

40歳以上男子シングルス

佐藤 慎也 (奥州市）

小笠原 亮 (陸自岩手）

1



 

3

三位決定戦

4

小野寺 政博 (一関市）

小原 智雄 (KIOXIA）

50歳以上男子シングルス

菊地 進 (奥州市）

菊地 生昭 (ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟきくち）

1 2



 
60歳以上男子シングルス

髙田 満 (盛岡市）

北野 和敏 (釜石市）

1



 

三位決定戦

8

2

3

4

5 6

7 外川 実空 (盛岡市）

中島 葵 (花巻市）

佐々木 鈴花 (花巻）

軽石 奏海 (盛岡市）

佐山 莉奈 (雫石）

金野 夕香 (北上市）

青年女子シングルス

中島 陽菜 (花巻市）

桐田 志織 (盛岡市）

1


