
(盛岡･飯岡中)

髙橋 好誠 (和賀･飯豊中)

(岩手･滝沢第二中)

菊地 瀨七 (胆江･江刺第一中)

57 髙橋 楓 (胆江･金ｹ崎中)

熊谷 海音 (岩手･滝沢南中) 49 9

5 似内 大和 (ｼｬﾄﾙｽﾞ.Jr)

中屋敷 祐太 (花巻･矢沢中) 41

25 大矢 空翔

(紫波･矢巾北中)

齊藤 遙斗 (monkey) 39

23 古前田 志翔 (滝沢ﾊﾞﾄﾞﾗｰZ)

平野 咲 (花巻･東和中)

65 上川 統志 (花巻･石鳥谷中)

菅原 治也 (一関･花泉中) 61 40

24 田鎖 涼月

(岩手･滝沢南中)

髙橋 新太 (花巻･湯口中) 69

67 藤澤 幸永 (和賀･江釣子中)

田貝 昂聖 (盛岡･大宮中) 38

22 布佐 琉雅 (胆江･水沢南中)

加藤 武蔵 (和賀･江釣子中) 56

48 吉田 響

(和賀･北上北中)

佐々木 聡真 (胆江･水沢中) 36

20 佐藤 奏汰 (花巻･矢沢中)

小笠原 侑良 (盛岡･見前南中) 55

47 佐藤 賢斗 (胆江･東水沢中)

軽石 陽人 (和賀･東陵中) 37

21 猿舘 馴

飯坂 怜明 (和賀･北上中)

佐々木 日向 (花巻･南城中) 46

照井 晴空 (花巻･湯口中)

山﨑 強生 (滝沢ﾊﾞﾄﾞﾗｰZ) 35

19 64 齊藤 晄美 (ﾗｲｽﾋﾙｽﾞｼﾞｭﾆｱ)

高橋 優翔 (紫波･矢巾中) 60

駒込 竜士

佐々木 歩希 (花巻･石鳥谷中) 70 71

72 千田 陽和太 (胆江･前沢中)

千田 絃喜 (胆江･東水沢中) 34

18 畑中 孝仁 (盛岡･城西中)

髙橋 友陽 (北上ｼﾞｭﾆｱ) 8

4 54

古前田 美翔 (岩手･滝沢第二中)

53 佐藤 碧翔 (胆江･江刺第一中)

上野 友希 (紫波･矢巾北中) 45 7

3 菊池 輝星 (矢巾ｼｬﾄﾙ)

嵯峨 佳一郎 (盛岡･城西中) 33

17 菊池 聖徠 (和賀･飯豊中)

古川 遥大 (和賀･北上中) 31

15 菅原 歩大 (花巻･南城中)

阿部 旭陽 (南城小学校)

59 63 阿部 倫太郎 (紫波･矢巾中)

法華津 琉樹 (胆江･水沢南中) 32

16 金野 和樹 (気仙･東朋中)

前澤 柊矢 (岩手･滝沢南中) 68

14 工藤 夢羽叶 (盛岡･盛岡土淵中)

照井 大晴 (湯口Jr) 30

2 髙橋 悠介 (和賀･東陵中)

髙橋 寛太 (胆江･衣川中) 44 52

菅原 大瑚 (胆江･水沢中)

梅津 逞 (花巻･大迫中) 28

43 藤巻 大空 (一関･花泉中)

志田 琥斗 (気仙･東朋中) 51

13 菊池 海斗 (花巻･東和中)

及川 悠斗 (胆江･金ｹ崎中) 29

66 澤田 治樹 (岩手･滝沢南中)

(盛岡･下小路中)

嘉門 凌玖 (岩手･雫石中)

11 石川 昇 (和賀･沢内中)

小笠原 響生 (盛岡･下小路中) 58 27

62 照井 天晴 (湯口Jr)

畠山 桜都 (北上ｼﾞｭﾆｱ)

12 髙橋 大陽 (北上ｼﾞｭﾆｱ)

男子シングルス

岩渕 蒼空 (胆江･前沢中)

10 千葉 温人 (胆江･衣川中)

畠山 廣也 (花巻･湯口中) 26

1 菊池 悠麻 (花巻･大迫中)

髙橋 奏多 (和賀･沢内中) 42 6

50 山田 佑晟



切岸 柚花 (胆江･東水沢中) 61 21

11 鈴木 菜々心 (北上ｼﾞｭﾆｱ)

立山 莉桜 (和賀･沢内中) 53

37 佐々木 陽菜 (紫波･矢巾中)

日向端 優葉 (盛岡･仙北中)

髙橋 蘭 (和賀･江釣子中) 77

73 高橋 美羽 (釜石大槌･釜石中)

杉下 佳蓮 (岩手･雫石中) 52

36 細川 実桜 (盛岡･下小路中)

藤井 暁月 (花巻･湯口中)

69 佐藤 帆波 (胆江･江刺第一中)

細川 奈桜 (都南Jr) 68

60 佐藤 彩佳 (胆江･東水沢中)

田沼 優佳 (盛岡･盛岡白百合学園中) 20

10 石川 希音 (花巻･矢沢中)

伊藤 栞奈 (胆江･水沢南中) 51

35 山本 知奈 (monkey)

伊藤 優衣夏 (花巻･南城中)

79 81 飯塚 優羽 (岩手･滝沢第二中)

寺林 琴実 (ﾊｲﾀｯﾁｼﾞｭﾆｱ) 50

34 菊池 七実 (気仙･東朋中)

阿部 ひなた (一関･花泉中) 19

9 吉田 穂夏 (和賀･沢内中)

髙橋 沙和 (和賀･上野中)

59 67 菊池 萌々花 (一関･大東中)

髙橋 煌七 (北上ｼﾞｭﾆｱ) 18

8 八木 優希菜 (胆江･水沢中)

小倉 華乃 (岩手･滝沢第二中) 49

33 畠山 来夢 (ﾊｲﾀｯﾁｼﾞｭﾆｱ)

崎尾 月香 (盛岡･城西中) 47

72 沼田 琴葉 (都南Jr)

漆原 菜々子 (紫波･矢巾北中) 76

32 高橋 珠乃 (和賀･北上北中)

菊地 麗華 (胆江･水沢中) 48

7 小原 藍緋 (花巻･東和中)

髙橋 楓華 (和賀･東陵中) 46

6 佐々木 音寧 (矢巾ｼｬﾄﾙ)

小山 仁衣奈 (ｼｬﾄﾙｽﾞ.Jr) 58 17

66 藤澤 ほのか (盛岡･見前中)

遠藤 奈那 (胆江･江刺第一中)

31 横森 亜子 (岩手･雫石中)

鈴木 理央 (一関･大原中) 82 83

30 84 高橋 由芽 (和賀･南中)

日向端 理葉 (都南Jr) 57

5 65 松下 怜桜愛 (釜石大槌･大平中)

渡邊 真央 (胆江･前沢中) 16

29 赤坂 絆実 (和賀･上野中)

照井 仁奈 (花巻･矢沢中) 45

菅原 光 (花巻･南城中)

志田 夕莉 (気仙･東朋中) 43

71 鈴木 蒼依 (花巻･湯口中)

小野寺 捺心 (滝沢ﾊﾞﾄﾞﾗｰZ) 75

28 齊藤 凛 (盛岡･米内中)

畠山 都稀 (和賀･南中) 44

佐々木 幸穂 (一関･花泉中)

工藤 遥 (monkey) 42

4 菅原 風菜 (和賀･東陵中)

上野 琴梨 (和賀･北上北中) 56 15

64 阿部 華夕 (盛岡･盛岡白百合学園中)

吉田 葵葉 (盛岡･見前中)

27 菊地 優菜 (胆江･前沢中)

伊藤 夕月 (南城小学校) 14

25 六角 美麗愛 (花巻･南城中)

千葉 萌生 (胆江･衣川中) 78 41

80 松原 あやな (和賀･北上中)

中川 朝陽 (岩手･滝沢第二中)

26 佐藤 しずく (岩手･滝沢第二中)

齊藤 美空 (岩手･滝沢南中) 40

2 千葉 柚希 (胆江･衣川中)

齊藤 蒼 (盛岡･米内中) 13

55 佐々木 桃子 (北上ｼﾞｭﾆｱ)

尾形 晴花 (一関･大東中) 63

3 佐々木 咲幸 (盛岡･見前南中)

(胆江･金ｹ崎中)

粒針 くるみ (花巻･東和中)

23 伊藤 美菜 (和賀･江釣子中)

小野寺 梨華 (盛岡･下小路中) 39

70 赤石 優 (岩手･滝沢南中)

津田 優 (和賀･北上中) 74

24 幅下 瑠華 (南城小学校)

女子シングルス

長山 実央 (紫波･矢巾中)

22 麥倉 花 (盛岡･城西中)

松田 香櫻 (和賀･飯豊中) 38

1 保木 優花 (紫波･矢巾北中)

菊池 彩花 (胆江･金ｹ崎中) 54 12

62 向當 莉那


