
阿部 斗夢

石川 奈薙 平賀 翔太

庭 海利守 小山田泰地

三浦 大和 澤田 慎司

佐藤 大介 佐賀 康介

吉野 瑛二 菊池 永遠

三上 結里 杉澤 柊太

岩脇 和輝 田中 覧宇

蟹澤 俊太 佐々木悠斗

鈴木 劉稀 大坪 奏人

三浦 大空 鈴木 眞白

佐藤 翔斗 山内 隆星

佐藤 汰一 赤坂 祐生

橋本 遥希 小野寺 龍

佐々木大介 佐藤  恵

松坂 彰汰 遠藤 陽宇雅

小澤 拓澄 小山 笑汰

柏山 未来 武田 明樹

飯岡 健太 小野寺 響

松重 昂汰 宮城 紘斗

佐藤 悠雅 藤村 脩磨

小野寺 源 佐藤 輝流

堀切 悠太 遠藤  奨

及川 嵩浩 白田 悠成

菅原 大和 山崎  遼

吉田  遥 鵜浦  翼

小田島銀河 佐々木琉星

菊池 泉織 大橋 優唯

旭田 臣成 黒渕 夢磨

横森 龍希 杉村 優磨

芳賀 梨玖 佐藤 佳都

及川 和真 菊池吏久人

岩渕 涼翔 千田 優輔

千葉 大翔 三浦 秀人

小山田惠大 松戸 柊羽

中舘 大貴 南舘 那瑠

高橋  諒 庭 空利勇

佐々木 裕 中田  颯

佐藤 将太 谷藤 丈太

佐藤 亮太 一関 航帆

赤坂 一真 上野 真翔

佐藤 灯輝 角掛   蓮

角地 久遠 吉岡 啓視

千葉 時仁 渡邊 隼弥

川向 渉翼 浦川 将太

狩野 良太

1次トーナメント　男子ダブルス(BD)

(前沢)

14 (花北青雲)

(釜石商工) 22

1 (盛岡第四)

(北上中) 30 8

34 (黒沢尻北)

(盛岡北)

15 (釜石)

(花巻北) 23

38 (滝沢二中)

(大東中) 40

16 (岩大附属中)

(一関学院) 24

2 (前沢)

(久慈東) 9

31 (千厩)

(水沢商業) 35

3 (一関第二)

(盛岡中央) 10

17 (盛岡市立)

(千厩) 25

(水沢)

(前沢中)

(釜石) 26

4 (一関修紅)

(専大北上)

(黒沢尻北) 42 43

18

11

32 (西和賀)

(盛岡商業) 36

5 (花巻北)

(大東) 12

19 (岩谷堂)

(前沢) 27

39 (前沢)

(盛岡市立) 41

20 (釜石商工)

(盛岡第一)

(一関第一)

(盛岡第四)

2
次
ト
ー

ナ
メ
ン
ト

(盛岡大学附属) 13

7 (盛岡市立)

(一関第一) 29

21

28

6 (盛岡大学附属)

(水沢中)

33 37 (唐丹中)



1次トーナメント　男子シングルス(BS)

岩渕  凜 (前沢) 岩渕 聖雅 (前沢)

7 15

中田 仁汰 (矢巾北中) 金森  晴 (釜石)

1

川南 佑人 (盛岡第四)

狩野 良太 (盛岡第四) 小野寺 響 (一関第二)

8

4

遠藤 冬唯 (一関学院) 23 27

(花巻北)

33

平賀 翔太 (花北青雲) 藤村 慈大 (千厩中)

9

16

藤野 太一 (千厩) 31 蟹澤 俊太

24

後藤 健太 (水沢商業) 28 佐藤 啓太 (黒沢尻北)

10

17

高橋  諒 (盛岡第一) 古山 由登 (盛岡第一)

18

佐藤 輝流 (水沢) 35 浦川 将太 (一関第一)

11

5

小山田惠大 (盛岡市立) 中田  颯 (盛岡大学附属)

(盛岡第四)

2 19

三浦 大和 (釜石商工) 25 髙橋 拓也 (西和賀)

36

千葉 創大 (盛岡北) 川向 渉翼

29

佐々木悠斗 (釜石) 坂下 摂南 (久慈東)

12 20

鈴木 眞白 (滝沢二中) 渡部  凜 (前沢)

32

菅原 楓斗 (専大北上)

藤澤 亮仁

金今 稜和 (雫石中) 瀬川 真央 (水沢)

34 鵜浦  翼 (一関修紅)

13 21

(花北青雲)

2
次
ト
ー

ナ
メ
ン
ト

14 22

佐々木歩生 (花北青雲) 黒田 脩生

(江釣子中)

3 6

松重 昂汰 (盛岡中央) 内村 壮汰 (盛岡商業)

芳賀 梨玖 (大東) 26 30



齊藤こころ 小野寺美緒

照井 沙風 古澤 和花

齊藤 美月 井上あかり

藤田 花子 藤本 恭佳

大上 一凜 菊池 咲帆

高屋敷咲南 鍋割 祐花

吉田 千央 小田 彩乃

藤原  陽 金子 桃華

桑田 心優 髙橋 日和

久慈 千夏 福田 永愛

髙橋 朱里 上野 真穂

菅原 由唯 佐藤 彩花

髙橋  舞 藤澤みのり

木村 緋莉 小澤 来望

鈴木 春花 中村菜々華

松木 春陽 霜越 真帆

菅原 梨花 菊池穂乃香

藤原 羽菜 竹澤 乃風

佐々木江実 木村 美友

岩渕 彩乃 野呂 明李

阿部 結音 細越 耀加

石崎 椛叶 田口 優花

萱場 伶良 千葉 美咲

遠藤 花音 佐藤 里桜

武田 果帆 大志田仁陽

石川由佳奈 黒田 紗希

平野 美桜 白澤 里緒

木下  凜 勝山 心晴

岩渕星乃羽 石川さくら

小山莉々華 川村ことみ

高橋 春希 山﨑 永絆

米澤 優凪 早野 由衣

田中 奈々 遠藤 梓音

多田 麗羅 岩渕 彩加

髙橋亜紗美 鈴木 吉乃

丹波 もか 志田菜々海

伊藤 未悠 伊藤 心優

金野 宇希 藤原寿々香

小原 愛央 髙橋 双葉

平賀 実里 菊池  絹

徳田 南果 小山  恵

三輪 暁音 千葉 愛華

水上 南瀬 中居林優心

菊地 陽那 古舘 千冬

澤田  凛 柳原 彩夏

加藤 凜音 久保田つぐみ

1次トーナメント　女子ダブルス(GD)

(専大北上) (盛岡市立)

15 23

(盛岡第四) (北上中)

1 8

(久慈東) 31 (遠野)

35

(千厩) (久慈)

16 9

(久慈) (一関第一)

39 24

(盛岡第一) (釜石商工)

17 41

(盛岡北) (盛岡第四)

2 25

(唐丹中) (盛岡商業)

32 10

(盛岡市立) (専大北上)

3 36

(水沢) (一関学院)

26

(盛岡市立) 43 (一関第二)

19 44

18 2
次
ト
ー

ナ
メ
ン
ト

11

(一関第二) (盛岡第一)

(水沢商業) (見前中)

4 27

(釜石商工) (盛岡大学附属)

33 12

(千厩) (西和賀)

5 37

(黒沢尻北) (盛岡市立)

20 13

(矢沢中) (一関修紅)

40 28

(西和賀) (前沢)

21 42

(一関第二) (盛岡誠桜)

6 29

(花巻北) (花巻北)

34

(盛岡誠桜) 38 (千厩)

7 14

(岩谷堂) (釜石)

22 30

(盛岡白百合) (花北青雲)



1次トーナメント　女子シングルス(GS)

森  柑奈 (花北青雲)

18 澤田  凛 (盛岡白百合)

金子 桃華 (久慈) 26

1 丹波 もか (西和賀)

佐々木碧唯 (盛岡第一) 38

2 佐藤 彩花 (釜石商工)

遠山美都紀 (盛岡白百合) 10

34 西風舘蓮菜 (遠野)

大上 一凜 (久慈東) 27

3 山﨑 永絆 (盛岡市立)

岩渕 彩加 (一関修紅) 11

19 小原 瑠夏 (黒沢尻北)

熊谷  楓 (厨川中) 28

20 三浦 莉緒 (前沢)

伊藤 未悠 (一関第二) 42 44

村松 愛花 (矢巾北中)

小野寺美緒 (盛岡市立) 39

35 桑田 心優 (久慈)

野呂 明李 (一関学院) 12

4 中居林優心 (釜石)

(水沢商業)

髙橋  舞 (盛岡北) 29

21 柳原 彩夏 (花北青雲)

水上 南瀬 (岩谷堂) 13

5

22 千田 凪紗 (岩手女子)

髙橋 百花 (湯口中) 46 47

千葉 美咲

(水沢)

久慈 千夏 (久慈) 40

36 高橋 涼華 (北上･南中)

永畠 朋華 (盛岡第四) 14

6 佐々木江実

2
次
ト
ー

ナ
メ
ン
ト

佐々木乃愛

(一関第二)

髙橋 双葉 (花巻北) 30

(盛岡商業)

丹野早智子 (千厩) 31

23 鈴木 吉乃 (前沢)

上野 真穂 (釜石商工) 15

7 高橋 亜弥

(盛岡第一)

石崎 椛叶 (一関第二) 32

24 佐藤 里桜 (一関第二)

齊藤こころ (専大北上) 45

43 髙橋 朱里

(盛岡大学附属)

小岩  花 (一関東中) 41

37 小畑  凛 (千厩中)

早野 由衣 (盛岡市立) 16

8 吉田 磨凜

小野寺好花 (前沢)

(一関修紅)

柿崎 日和 (一関第一) 33

25 川村 真央 (花巻北)

三輪 暁音 (盛岡誠桜) 17

9 遠藤 梓音



黒田 脩生

岩渕  凜 佐々木歩生

岩渕 聖雅 久保 翔太

菅原 俊輔

小野寺颯汰

菅原 槙人 高橋 優斗

柴田 晃希 新田 琉惺

高橋 響生 平野 伊吹

渡部  凜

佐々木永遠

阿部 駿介 藤井 海斗

菅原 魁吏

佐藤 鈴緒

森  柑奈 小野寺好花

千葉 寧々

高橋 乙未

丹野 喜星 藤村 芽依

森  眞帆

川村 真央

室岡  椋 川村  心

長山 紗千 菅原  萌

佐々木碧唯

2次トーナメント　男子ダブルス(2BD)

(花北青雲)

(前沢) 6

4 (前沢)

(矢沢中) 8 9

1次トーナメント通過者 2

1 (前沢)

10 (東和中)

(前沢) 3

5 1次トーナメント通過者

(前沢) 7

(前沢)

2次トーナメント　男子シングルス(2BS)

高橋 響生 (前沢)

藤井 海斗 (前沢) 2

狩野 誠太 (見前南中)

1次トーナメント通過者 4 5

1 6 1次トーナメント通過者

菅原 槙人 (矢沢中) 3

菅原 魁吏 (前沢)

2次トーナメント　女子ダブルス(2GD)

(花北青雲)

2 (前沢)

1次トーナメント通過者 4

1 (飯豊中)

(東朋中) 6 7

8 1次トーナメント通過者

(花巻北) 5

3 (花北青雲)

(盛岡第一)

2次トーナメント　女子シングルス(2GS)

佐藤 鈴緒 (花北青雲) 長山 紗千 (盛岡第一)

1 3

1次トーナメント通過者 森  眞帆 (東朋中)

古澤 和花 (盛岡市立) 7 1次トーナメント通過者

2 4

千葉 寧々 (前沢) 志田菜々海 (前沢)

5 6


