
第29回東北春季ジュニアテニス大会U18,16,14,12
BS 12-本戦

所属団体 St. 1R 2R QF SF Final 勝者 
   

1 ウイニングショット 宮城県 福井 悠生 [1]  
   福井 悠生 [1] 

2 GASC　TT 福島県 坂内 遥斗 8-0   
    福井 悠生 [1] 

3 エムズTP 宮城県 橋本 暁士  8-1  
   橋本 暁士  

4 リベロSC 青森県 工藤 大馳 8-1   
    福井 悠生 [1] 

5 ＩＴＳベルズ 山形県 大沼 希瑠  6-0 6-0  
   大友 好誠  

6 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 大友 好誠 8-3   
    長井 煌汰郎 

7 クレイルテニスアカデミー 岩手県 長井 煌汰郎  8-5  
   長井 煌汰郎  

8 秋田アスレティッククラブ 秋田県 黒木 祐道 [4/8] 8-1   
    福井 悠生 [1] 

9 ＴＴＪ 山形県 本間 月斗 [4/8]  6-1 6-1  
   三瓶 泰斗  

10 team S 福島県 三瓶 泰斗 8-2   
    三瓶 泰斗 

11 アパース 福島県 藤田 正太郎  8-2  
   小針 元  

12 モリオカロイヤルテニスクラブ 岩手県 小針 元 8-4   
    三瓶 泰斗 

13 team S 福島県 吉原 宏紀  6-1 6-3  
   吉原 宏紀  

14 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 穐元 大陽 8-3   
    斎藤 悠真 [4/8] 

15 秋田アスレティッククラブ 秋田県 金 奏多  8-4  
   斎藤 悠真 [4/8]  

16 リベロSC 青森県 斎藤 悠真 [4/8] 8-1   
    福井 悠生 [1] 

17 ウイニングショット 宮城県 水嶋 唯人 [4/8]  6-4 7-6(3)  
   水嶋 唯人 [4/8]  

18 秋田アスレティッククラブ 秋田県 元木 惟新 8-1   
    小笠原 慶人 

19 R-PROJECT 宮城県 石原 優輝  8-4  
   小笠原 慶人  

20 ＢＴＡ 山形県 小笠原 慶人 8-1   
    高木 大輔 [3] 

21 近江ＴＣ 山形県 氏家 諒  6-1 7-5  
   佐々木 楽  

22 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 佐々木 楽 8-3   
    高木 大輔 [3] 

23 山王テニスクラブ 秋田県 能登屋 充星  8-1  
   高木 大輔 [3]  

24 GASC　TT 福島県 高木 大輔 [3] 8-0   
    高木 大輔 [3] 

25 クレイルテニスアカデミー   岩手県 菅原 奏史 [4/8]  6-2 6-2  
   菅原 奏史 [4/8]  

26 リベロSC 青森県 柴田 心宝 8-1   
    菅原 奏史 [4/8] 

27 リベロSC 青森県 工藤 二実人  8-1  
   原田 汎己  

28 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 原田 汎己 8-3   
    鳴海 太陽 [2] 

29 日新小学校 秋田県 奥山 祐志  6-1 6-2  
   上松 大和  

30 R-PROJECT 宮城県 上松 大和 8-1   
    鳴海 太陽 [2] 

31 中山ローンＴＣ 山形県 齋藤 浩志  8-0  順位 3-4 三瓶 泰斗  
   鳴海 太陽 [2]   鳴海 太陽 [2] 

32 しらさわJr 福島県 鳴海 太陽 [2] 8-1  鳴海 太陽 [2] 8-1  
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1 近江ＴＣ 山形県 奥山 し渚 [1]  
   奥山 し渚 [1] 

2 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 佐々木 初菜 8-0   
    奥山 し渚 [1] 

3 会津リトルJr 福島県 浅野 真希  8-0  
   浅野 真希  

4 ＢＴＡ 山形県 佐藤 希乃花 8-4   
    奥山 し渚 [1] 

5 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 ウィルソン 愛麗澄  6-0 6-0  
   髙橋 夢来  

6 紫波ウイング 岩手県 髙橋 夢来 9-7   
    髙橋 夢来 

7 近江ＴＣ 山形県 阿部 ひまり  8-2  
   阿部 ひまり  

8 FTTC橘Jr 福島県 小野 紗英 8-2   
    奥山 し渚 [1] 

9 紫波ウイング 岩手県 川村 紗慧 [4]  6-0 6-0  
   川村 紗慧 [4]  

10 Antelope 山形県 原田 紗雪 8-2   
    川村 紗慧 [4] 

11 青森ＪＴＡＣ 青森県 中堀 詠  8-2  
   モス 紗々  

12 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 モス 紗々 8-1   
    川村 紗慧 [4] 

13 アパース 福島県 高橋 瞳月  6-1 6-1  
   鈴木 杏  

14 KJ-TENNISACADEMY 青森県 鈴木 杏 8-6   
    飯田 紗良 [6] 

15 山王テニスクラブ 秋田県 石井 梨紗  8-0  
   飯田 紗良 [6]  

16 ウイニングショット 宮城県 飯田 紗良 [6] 8-1   
    渋谷 月姫 [2] 

17 ウイニングショット 宮城県 石澤 優貴 [5]  7-5 4-6 7-5  

   石澤 優貴 [5]  
18 花巻ジュニア 岩手県 飛塚 虹春 8-0   

    石澤 優貴 [5] 

19 会津リトルＪｒ 福島県 串淵 未来  8-4  
   野口 妃奈乃  

20 ウイニングショット 宮城県 野口 妃奈乃 8-2   
    大村 和花子 [3] 

21 十和田グリーンＪｒ 青森県 天羽 珠央  6-4 6-1  
   大河内 奈海  

22 ＮＴＡＪ 山形県 大河内 奈海 8-5   
    大村 和花子 [3] 

23 プラスワン 山形県 佐藤 あかり  8-1  
   大村 和花子 [3]  

24 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 大村 和花子 [3] 8-0   
    渋谷 月姫 [2] 

25 アパーステニスクラブ 福島県 福嶋 実優 [7]  1-6 6-3 6-3  

   福嶋 実優 [7]  
26 秋大附属小学校 秋田県 細谷 杏莉 8-1   

    福嶋 実優 [7] 

27 クレイルテニスアカデミー   岩手県 下田 咲綺  8-4  
   大槻 向葵  

28 ニューフロンティア 宮城県 大槻 向葵 8-2   
    渋谷 月姫 [2] 

29 会津リトルJr 福島県 田﨑 稟佳  6-1 6-1  
   田﨑 稟佳  

30 KJ-TENNISACADEMY 青森県 三上 椎加 8-1   
    渋谷 月姫 [2] 

31 クレイルテニスアカデミー   岩手県 本間 優衣  8-0  順位 3-4 川村 紗慧 [4]  
   渋谷 月姫 [2]   大村 和花子 [3] 

32 リベロSC 青森県 渋谷 月姫 [2] 8-0  大村 和花子 [3] 8-3  
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1 岩手中学校 岩手県 中村 匡尚 [1]  
   中村 匡尚 [1] 

2 ファンキーTA 秋田県 石田 顕斗 8-0   
    中村 匡尚 [1] 

3 S C S 宮城県 仮屋 透真  8-3  
   仮屋 透真  

4 プラスワン 山形県 池田 陽貴 8-6   
    中村 匡尚 [1] 

5 GASC　TT 福島県 名合 紀博  6-0 6-0  
   名合 紀博  

6 ファンキーＴＡ 秋田県 佐々木 圭 8-2   
    山田 和輝 [6] 

7 ウイニングショット 宮城県 鏑木 廉生  8-2  
   山田 和輝 [6]  

8 ア・パース 福島県 山田 和輝 [6] 8-5   
    中村 匡尚 [1] 

9 R-PROJECT 宮城県 鈴木 春人 [4]  6-1 6-1  
   鈴木 春人 [4]  

10   Bye   
    鈴木 春人 [4] 

11 リベロSC 青森県 松宮 颯仁  8-3  
   石川 蒼生  

12 寒河江ＴＣ 山形県 石川 蒼生 8-2   
    鈴木 春人 [4] 

13 秋田アスレティッククラブ 秋田県 須藤 奏多  6-0 6-2  
   大川 響生  

14 モリオカロイヤルテニスクラブ 岩手県 大川 響生 8-2   
    伊藤 啓太 [7] 

15 KJ-TENNISACADEMY 青森県 鈴木 春汰  8-2  
   伊藤 啓太 [7]  

16 ＩＴＳベルズ 山形県 伊藤 啓太 [7] 8-2   
    中村 匡尚 [1] 

17 More‐Tennis 宮城県 白鳥 伊吹 [5]  5-7 6-1 6-2  

   白鳥 伊吹 [5]  
18 青森ＪＴＡＣ 青森県 柿崎 悠樹 8-1   

    白鳥 伊吹 [5] 

19 いわきローンテニスクラブ 福島県 金成 幸星  8-4  
   金成 幸星  

20 ユートピアＴＡ 秋田県 畠山 暁圭 8-2   
    森岩 岳琉 [3] 

21 リバティ 青森県 石田 恭啓  6-0 7-5  
   石田 恭啓  

22 R-PROJECT 宮城県 石原 一輝 8-6   
    森岩 岳琉 [3] 

23 GASC TT 福島県 人見 竜聖  8-3  
   森岩 岳琉 [3]  

24 フジサワテニスクラブ 岩手県 森岩 岳琉 [3] 8-3   
    高野 洸平 [2] 

25 team S 福島県 三瓶 涼賢 [8]  6-1 6-0  
   木谷 隼  

26 クレイルテニスアカデミー 岩手県 木谷 隼 8-6   
    松井 郁貴 

27 ストラットＪＴＣ 山形県 松井 郁貴  8-4  
   松井 郁貴  

28 GASC　TT 福島県 加藤 柊羽 8-4   
    高野 洸平 [2] 

29 ＢＴＡ 山形県 佐竹 悠  6-0 6-0  
   佐々木 皓平  

30 クレイルテニスアカデミー 岩手県 佐々木 皓平 8-5   
    高野 洸平 [2] 

31 ウイニングショット 宮城県 飯田 陽也  8-1  順位 3-4 鈴木 春人 [4]  
   高野 洸平 [2]   森岩 岳琉 [3] 

32 GASC　TT 福島県 高野 洸平 [2] 8-3  森岩 岳琉 [3] 8-6  
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1 ウイニングショット 宮城県 早坂 来麗愛 [1]  
   早坂 来麗愛 [1] 

2 イラコＴＣ山形 山形県 井上 知奈 8-0   
    早坂 来麗愛 [1] 

3 team S 福島県 柏村 綾世  8-0  
   柏村 綾世  

4 クレイルテニスアカデミー   岩手県 春日谷 由奈 8-4   
    早坂 来麗愛 [1] 

5 K.J.T.C 福島県 久能 瑠奈  6-0 6-0  
   久能 瑠奈  

6 紫波ウイング 岩手県 北舘 彩希 8-4   
    鈴木 菜々 [6] 

7 ア・パース 福島県 田仲 紗衣  8-4  
   鈴木 菜々 [6]  

8 ウイニングショット 宮城県 鈴木 菜々 [6] 8-4   
    早坂 来麗愛 [1] 

9 ウイニングショット 宮城県 髙橋 芽衣 [4]  6-1 6-1  
   髙橋 芽衣 [4]  

10 青森ＪＴＡＣ 青森県 笹森 心響 8-0   
    髙橋 芽衣 [4] 

11 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 育村 姫翠  8-2  
   根本 梨々華  

12 More Tennis 福島県 根本 梨々華 8-1   
    髙橋 芽衣 [4] 

13 ア・パース 福島県 鷺 茉優  6-3 6-3  
   塚野 満月  

14 ＢＴＡ 山形県 塚野 満月 8-6   
    長内 菜々美 [7] 

15 ファンキーＴＡ 秋田県 小野 実莉  8-6  
   長内 菜々美 [7]  

16 ウイニングショット 宮城県 長内 菜々美 [7] 8-1   
    早坂 来麗愛 [1] 

17 八戸ロイヤルＴＣ 青森県 工藤 帆稀 [5]  6-1 6-4  
   工藤 帆稀 [5]  

18 ウイニングショット 宮城県 畠平 琉羽 8-2   
    工藤 帆稀 [5] 

19 いわきローン 福島県 金子 咲綾音  8-6  
   泉 桃花  

20 ファンキーＴＡ 秋田県 泉 桃花 8-6   
    宇田 芽衣 [3] 

21 秋田アスレティッククラブ 秋田県 進藤 桃花  6-1 6-2  
   進藤 桃花  

22 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 成谷 優夏 8-3   
    宇田 芽衣 [3] 

23 イラコＴＣ山形 山形県 駒沢 茉那  8-4  
   宇田 芽衣 [3]  

24 ウイニングショット 宮城県 宇田 芽衣 [3] 8-0   
    宇田 芽衣 [3] 

25 ACK TC 青森県 小島 寧々 [8]  6-3 6-3  
   小島 寧々 [8]  

26 北上ＴＡジュニア 岩手県 袰岩 那愛 8-6   
    小島 寧々 [8] 

27 KJ-TENNISACADEMY 青森県 熊谷 奈々花  8-0  
   八木 寿々  

28 ニューフロンティア 宮城県 八木 寿々 8-5   
    野口 妃与里 [2] 

29 エムズTP 宮城県 佐々木 陽  6-4 6-0  
   佐々木 陽  

30 ＩＴＳベルズ 山形県 三浦 芽 8-6   
    野口 妃与里 [2] 

31 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 高橋 ひかり  8-3  順位 3-4 髙橋 芽衣 [4]  
   野口 妃与里 [2]   野口 妃与里 [2] 

32 ウイニングショット 宮城県 野口 妃与里 [2] 8-3  野口 妃与里 [2] 6-0 6-3  
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1 仙台育英 宮城県 五十嵐 涼太 [1]  
   五十嵐 涼太 [1] 

2 会津高校 福島県 米谷 海音 8-3   
    五十嵐 涼太 [1] 

3 ウイニングショット 宮城県 小堤 慶太  8-1  
   小堤 慶太  

4 八戸工大二高附属中 青森県 大場 祐悟 8-1   
    五十嵐 涼太 [1] 

5 日大山形高 山形県 山口 陽生  8-3  
   今井 勇貴  

6 ウイニングショット 宮城県 今井 勇貴 8-3   
    城 義弥 [5] 

7 イラコＴＣ山形 山形県 朝倉 丈  8-2  
   城 義弥 [5]  

8 仙台三高 宮城県 城 義弥 [5] 8-2   
    五十嵐 涼太 [1] 

9 リベロSC 青森県 三浦 陽 [3]  8-3  
   大内 大雅  

10 近江ＴＣ 山形県 大内 大雅 8-6   
    大内 大雅 

11 青森ＪＴＡＣ 青森県 佐々木 爽一郎  8-1  
   佐々木 爽一郎  

12 山王TC 秋田県 能登屋 健星 8-6   
    三浦 怜央 [6] 

13 しらさわジュニア 福島県 佐藤 琉成  8-6  
   佐藤 琉成  

14 秋田アスレティッククラブ 秋田県 大泉 恒 8-2   
    三浦 怜央 [6] 

15 ファインテニスアカデミー 岩手県 遠藤 忠芽  8-2  
   三浦 怜央 [6]  

16 More‐Tennis 宮城県 三浦 怜央 [6] 8-0   
    五十嵐 涼太 [1] 

17 盛岡第四高等学校 岩手県 畑中 秀 [7]  8-1  
   畑中 秀 [7]  

18 ACK TC 青森県 佐々木 樹季 8-3   
    畑中 秀 [7] 

19 GASC　TT 福島県 菅野 翔希  8-1  
   阿部 陽来  

20 近江ＴＣ 山形県 阿部 陽来 8-5   
    金 桜汰 [4] 

21 ＩＴＳベルズ 山形県 冨樫 琢磨  8-3  
   冨樫 琢磨  

22 秋田高校 秋田県 美作 匠人 8-1   
    金 桜汰 [4] 

23 ウイニングショット 宮城県 五十嵐 昊也  8-3  
   金 桜汰 [4]  

24 岩手高等学校 岩手県 金 桜汰 [4] 8-6   
    佐藤 颯基 [2] 

25 ファンキーTA 秋田県 野坂 条 [8]  8-4  
   野坂 条 [8]  

26 岩手中学校 岩手県 和田 侑優 8-0   
    草野 友希 

27 磐城高校 福島県 草野 友希  8-2  
   草野 友希  

28 ウイニングショット 宮城県 工藤 新 8-5   
    佐藤 颯基 [2] 

29 モリオカロイヤルテニスクラブ 岩手県 今川 薫平  8-2  
   根本 陽生  

30 More-Tennis 福島県 根本 陽生 8-0   
    佐藤 颯基 [2] 

31 クレイルテニスアカデミー 岩手県 遠藤 壮真  9-8(1)  順位 3-4 三浦 怜央 [6]  
   佐藤 颯基 [2]   金 桜汰 [4] 

32 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 佐藤 颯基 [2] 8-0  金 桜汰 [4] 8-2  
   

  

  
  
   
  



第29回東北春季ジュニアテニス大会U18,16,14,12
GS 16-本戦
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1 ウイニングショット 宮城県 鈴木 梨愛 [1]  
   鈴木 梨愛 [1] 

2   Bye   
    鈴木 梨愛 [1] 

3 中山ローンＴＣ 山形県 今田 寛花  8-0  
   今田 寛花  

4 ウイニングショット 宮城県 黄木 綾乃 8-5   
    鈴木 梨愛 [1] 

5 いわきニュータウンテニス倶楽部 福島県 石井 昊  8-1  
   石井 昊  

6 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 伊藤 七耶 8-0   
    石井 昊 

7 ＴＴＪ 山形県 渡邊 なな  8-5  
   雪谷 麻紗 [6]  

8 R-PROJECT 宮城県 雪谷 麻紗 [6] 8-6   
    鈴木 梨愛 [1] 

9 いわきニュータウンテニス倶楽部 福島県 石井 颯 [3]  8-3  
   石井 颯 [3]  

10 秋田アスレティッククラブ 秋田県 伊藤 希紗 8-1   
    石井 颯 [3] 

11 STC 青森県 畠山 柚葉  8-2  
   齋藤 優衣  

12 中山ローンＴＣ 山形県 齋藤 優衣 8-0   
    冨山 ひなた 

13 ア・パース 福島県 冨山 ひなた  8-4  
   冨山 ひなた  

14 リバティ 青森県 石田 惺子 8-0   
    冨山 ひなた 

15 五所川原工科高 青森県 佐々木 悠衣  8-3  
   齋藤 和伽 [7]  

16 中山ローンＴＣ 山形県 齋藤 和伽 [7] 8-0   
    鈴木 梨愛 [1] 

17 F・Tennis 福島県 鳴海 春佳 [5]  8-4  
   鳴海 春佳 [5]  

18 山王ＴＣ 秋田県 田中 奏愛 8-2   
    鳴海 春佳 [5] 

19 ＴＪＣ 山形県 矢萩 愛菜  8-3  
   草野 千莉  

20 いわきローンテニスクラブ 福島県 草野 千莉 8-3   
    下杉 海寧 [4] 

21 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 平野 ひまり  8-1  
   平野 ひまり  

22 秋田アスレティッククラブ 秋田県 佐々木 里琳 8-2   
    下杉 海寧 [4] 

23 いわきニュータウンテニス倶楽部 福島県 鈴木 心彩  8-2  
   下杉 海寧 [4]  

24 R-PROJECT 宮城県 下杉 海寧 [4] 8-1   
    下杉 海寧 [4] 

25 ファンキーＴＡ 秋田県 那波 碧彩 [8]  8-4  
   那波 碧彩 [8]  

26 team　ｓ 福島県 藤田 ななか 8-1   
    那波 碧彩 [8] 

27 八戸ロイヤルＴＣ 青森県 夏坂 海夕愛  8-0  
   山崎 ひなた  

28 クレイルテニスアカデミー   岩手県 山崎 ひなた 8-2   
    大山 藍 [2] 

29 ファインテニスアカデミー 岩手県 小野寺 花愛  8-4  
   小野寺 花愛  

30 会津リトルJr 福島県 田﨑 妃乃 8-5   
    大山 藍 [2] 

31   Bye  8-1  順位 3-4 冨山 ひなた  
   大山 藍 [2]   大山 藍 [2] 

32 R-PROJECT 宮城県 大山 藍 [2]  大山 藍 [2] 8-3  
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1 岩手高等学校 岩手県 中村 右京 [1]  
   中村 右京 [1] 

2 東陵高 宮城県 齋藤 優真 8-1   
    中村 右京 [1] 

3   Bye  8-1  
   種田 嘉人  

4 磐城高校 福島県 種田 嘉人   
    中村 右京 [1] 

5 岩手高等学校 岩手県 関 雄仁  8-3  
   関 雄仁  

6 弘前工高 青森県 石山 凌大 8-1   
    石井 智樹 [5] 

7 岩手高等学校 岩手県 柴田 隼佑  8-2  
   石井 智樹 [5]  

8 東陵高 宮城県 石井 智樹 [5] 8-0   
    中村 右京 [1] 

9 磐城高校 福島県 菅野 央介 [3]  8-3  
   菅野 央介 [3]  

10 仙台三高 宮城県 濵﨑 爽 8-5   
    菅野 央介 [3] 

11 八戸工大二高 青森県 工藤 悠太郎  8-5  
   加藤 奨稀  

12 磐城高校 福島県 加藤 奨稀 8-4   
    菅野 央介 [3] 

13 日大山形高 山形県 遠藤 大空  8-3  
   遠藤 大空  

14 弘前高 青森県 横山 周旺 8-3   
    根本 渚生 [8] 

15 弘前高 青森県 北山 沢  8-5  
   根本 渚生 [8]  

16 相馬高校 福島県 根本 渚生 [8] 8-2   
    中村 右京 [1] 

17 岩手高等学校 岩手県 髙橋 涼太 [6]  8-2  
   髙橋 涼太 [6]  

18 日大山形高 山形県 池野 匠 8-2   
    髙橋 涼太 [6] 

19 仙台一高 宮城県 三島 朋之  8-2  
   三島 朋之  

20 日大山形高 山形県 岩田 圭 8-1   
    原田 悠雅 [4] 

21 日大山形高 山形県 小川 郁哉  9-8(4)  
   篠原 健介  

22 磐城桜が丘高校 福島県 篠原 健介 9-8(3)   
    原田 悠雅 [4] 

23 仙台三高 宮城県 小堤 康太郎  8-5  
   原田 悠雅 [4]  

24 ファンキーＴＡ 秋田県 原田 悠雅 [4] 8-1   
    齋藤 駿斗 [2] 

25 岩手高等学校 岩手県 小原 凜太朗 [7]  8-1  
   小原 凜太朗 [7]  

26 仙台一高 宮城県 守屋 志彦 8-2   
    小原 凜太朗 [7] 

27 岩手高等学校 岩手県 戸塚 唯礼  9-7  
   戸塚 唯礼  

28   Bye   
    齋藤 駿斗 [2] 

29 山形南高 山形県 國井 太貴  8-4  
   國井 太貴  

30 明桜高校 秋田県 佐藤 瑠羽 9-7   
    齋藤 駿斗 [2] 

31 福島高校 福島県 緑川 瑛隼  8-5  順位 3-4 菅野 央介 [3]  
   齋藤 駿斗 [2]   原田 悠雅 [4] 

32 仙台育英 宮城県 齋藤 駿斗 [2] 8-1  原田 悠雅 [4] 9-7  
    
  

  

  
   
  



第29回東北春季ジュニアテニス大会U18,16,14,12
GS 18-本戦

所属団体 St. 1R 2R QF SF Final 勝者 
   

1 磐城桜が丘高校 福島県 志賀 亜希奈 [1]  
   志賀 亜希奈 [1] 

2 寒河江高 山形県 佐藤 一花 8-1   
    志賀 亜希奈 [1] 

3 秋田商業高校 秋田県 工藤 有彩  8-1  
   込山 晃子  

4 磐城高校 福島県 込山 晃子 8-2   
    志賀 亜希奈 [1] 

5 聖霊女子短期大学付属高校 秋田県 佐藤 来海  8-2  
   八重樫 瑠子  

6 盛岡第四高等学校 岩手県 八重樫 瑠子 8-5   
    八重樫 瑠子 

7 仙台育英 宮城県 松本 爽那  8-5  
   佐々木 実夕 [6]  

8 秋田高校 秋田県 佐々木 実夕 [6] 8-4   
    志賀 亜希奈 [1] 

9 寒河江高 山形県 石澤 萌々子 [3]  8-5  
   橋野 優樹  

10 仙台育英 宮城県 橋野 優樹 8-5   
    橋野 優樹 

11 寒河江高 山形県 大津 奈南  8-1  
   七尾 日向子  

12 青森南高 青森県 七尾 日向子 8-3   
    千葉 瑠子 [5] 

13 聖霊女子短期大学付属高校 秋田県 伊藤 愛望  9-8(8)  
   番沢 伊吹  

14 八戸高 青森県 番沢 伊吹 8-1   
    千葉 瑠子 [5] 

15 盛岡第四高等学校 岩手県 育村 眞白  8-1  
   千葉 瑠子 [5]  

16 仙台育英 宮城県 千葉 瑠子 [5] 8-1   
    志賀 亜希奈 [1] 

17 花巻北高等学校 岩手県 藤井 菜名 [8]  8-2  
   藤井 菜名 [8]  

18 日大山形高 山形県 佐藤 彩乃 8-1   
    藤井 菜名 [8] 

19 仙台育英 宮城県 武田 祐乃  8-4  
   阿部 咲楽  

20 寒河江高 山形県 阿部 咲楽 8-5   
    佐々木 怜 [4] 

21 橘高校 福島県 鳴海 柚香  8-2  
   髙橋 唯  

22 エムズTP 宮城県 髙橋 唯 8-2   
    佐々木 怜 [4] 

23 榴ヶ岡高 宮城県 佐藤 ひかり  8-5  
   佐々木 怜 [4]  

24 盛岡第四高等学校 岩手県 佐々木 怜 [4] 8-0   
    佐々木 怜 [4] 

25 聖霊女子短期大学付属高校 秋田県 泉 穂乃花 [7]  8-4  
   泉 穂乃花 [7]  

26 青森東高 青森県 小島 莉子 8-4   
    泉 穂乃花 [7] 

27 弘前中央高 青森県 黒滝 愛珠  8-1  
   松本 可菜  

28 磐城高校 福島県 松本 可菜 8-1   
    夜野 光莉 [2] 

29 盛岡第四高等学校 岩手県 平沼 実歩  8-1  
   中澤 楓  

30 桜の聖母高校 福島県 中澤 楓 8-3   
    夜野 光莉 [2] 

31 水沢高等学校 岩手県 京野 ほの花  8-2  順位 3-4 千葉 瑠子 [5]  
   夜野 光莉 [2]   夜野 光莉 [2] 

32 仙台育英 宮城県 夜野 光莉 [2] 8-1  夜野 光莉 [2] w.o. 
    
  
  
  

   

  


