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12歳以下男子シングルス

所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 QF SF F 勝者

1 まつぞのＳＣ 岩手 中村 右京 [1]

1.中村

2 いわきローン 福島 菅野 央介 82
1.中村

3 ウィニングショット 宮城 五十嵐 涼太 82

3.五十嵐

4 ファンキーＴＡ 秋田 原田 悠雅 81
1.中村

5 リベロ津軽ＳＣ 青森 三浦 陽 61 61
6.佐藤

6 泉パークＴＣ 宮城 佐藤 颯基 84

6.佐藤

7 ラブインドアTC 岩手 小西 琉聖 85
8.池野

8 ヒルズＴＣ 山形 池野 匠 [5～8] 84

1.中村

9 泉パークＴＣ 宮城 佐藤 駿弥 [3・4] 80

9.佐藤

10 TOY'S ＴＬ 岩手 金 桜汰 81
9.佐藤

11 ＡＡＣ 秋田 虻川 優太 80
12.佐藤

12 近江ＴＣ 山形 佐藤 青葉 82

9.佐藤

13 いわきＮＴＣ 福島 種田 嘉人 62 64
14.北山

14 KJ-TENNIS ACADEMY 青森 北山 沢 81

16.森岩

15 ファンキーＴＡ 秋田 渡部 圭翔 80
16.森岩

16 フジサワＴＣ 岩手 森岩 新[5～8] 80

1.中村右京

17 ファンキーＴＡ 秋田 野坂 迅[5～8] 83

17.野坂

18 山清TC 岩手 戸塚 唯礼 80
17.野坂

19 イラコＴＣ山形 山形 遠藤 大空 80

19.遠藤

20 泉パークＴＣ 宮城 浜崎 爽 83
17.野坂

21 フジサワＴＣ 岩手 松田 優斗 75 60
22.栁葉

22 ア・パースＴＣ 福島 栁葉 結斗 83

24.齋藤

23 KJ-TENNIS ACADEMY 青森 野上 和輝 81
24.齋藤

24 ウィニングショット 宮城 齋藤 駿斗 [3・4] 86

32.小堤

25 奥州Jr 岩手 佐々木 凜太朗[5～8] 85

25.佐々木

26 ア・パースＴＣ 福島 島村 晃登 85
25.佐々木

27 KJ-TENNIS ACADEMY 青森 中田 龍汰郎 81
28.木内

28 ＩＴＳベルズ 山形 木内 洋貴 97

32.小堤

29 ファンキーＴＡ 秋田 伊藤 優志 62 64

29.伊藤

30 イラコＴＣ山形 山形 原田 玖雅 83
32.小堤

31 ア・パースＴＣ 福島 加藤 奨稀 80
32.小堤

32 ウィニングショット 宮城 小堤 康太郎 [2] 82

9.佐藤

9.佐藤

17.野坂 85

代表決定戦
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12歳以下女子シングルス

所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 QF SF F 勝者

1 ウィニングショット 宮城 城 碧海 [1]

1.城

2 フジサワTC 岩手 藤澤 胡々菜 80
1.城

3 ＡＡＣ 秋田 関根 舞音 83
4.市村

4 八戸シーガル 青森 市村 あおい 81

1.城

5 ファインＴＣ 岩手 山口 舞 64 60

5.山口

6 ＩＴＳベルズ 山形 石澤 萌々子 82
8.松本

7 ＡＡＣ 秋田 平野 実里 85
8.松本

8 いわきＮＴＣ 福島 松本 可菜[5～8] 81

1.城

9 Ｍｏｒｅ－Ｔｅｎｎｉｓ 宮城 三浦 奈々[3・4] 81
10.宮田

10 TTJ 山形 宮田 亜音 85

ウィニングショット 宮城 武田 祐乃[ALT] 10.宮田

11 ファンキーＴＡ 秋田 泉 穂乃花 84
12.大友

12 ア・パースＴＣ 福島 大友 桜 83

16.阿部

13 Ｒ－ＰＲＯリベラ仙台 宮城 藤田 琴里 46 61 61

13.藤田

14 TOY'S ＴＬ 岩手 成谷 優芽 83
16.阿部

15 酒田ジュニアＴＡ 山形 小野寺 涼 98(5)
16.阿部

16 Soleil ＴＣ 青森 阿部 菜月[5～8] 84

1.城 碧海

17 ＩＴＳベルズ 山形 茂木 音羽[5～8] 82

17.茂木

18 泉パークＴＣ 宮城 圓谷 知愛理 85
17.茂木

19 ファインＴＣ 岩手 工藤 さくら 85
20.佐々木

20 ファンキーＴＡ 秋田 佐々木 実夕 80

24.下原

21 ＧＡＳＣ ＴＴ 福島 小形 寧音 60 63

21.小形

22 リベロ津軽ＳＣ 青森 黒滝 愛珠 84
24.下原

23 ファインＴＣ 岩手 小林 優芽子 85
24.下原

24 ウィニングショット 宮城 下原 茉莉佳[3・4] 83

24.下原

25 Ｒ－ＰＲＯリベラ仙台 宮城 千葉 瑠子[5～8] 85

25.千葉

26 ア・パースＴＣ 福島 志賀 亜希奈 85
25.千葉

27 プラスワン 山形 阿部 咲楽 82
28.七尾

28 青森JTAC 青森 七尾 日向子 98(2)

32.吉田

29 山王ＴＣ 秋田 大宮 涼花 60 61
30.橋野

30 Ｍｏｒｅ－Ｔｅｎｎｉｓ 宮城 橋野 優樹 83

32.吉田

31 ルネサンス棚倉 福島 佐々木 啓 81
32.吉田

32 ファインＴＣ 岩手 吉田 梨真 [2] 80

16.阿部
32.吉田

32.吉田 81

代表決定戦
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12歳以下男子ダブルス
所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 SF F 勝者

ウィニングショット 宮城 五十嵐 涼太 [1]

1 ウィニングショット 宮城 小堤 康太郎

奥州Jr 岩手 佐々木 凜太朗 1.五十嵐･小堤

2 山清TC 岩手 戸塚 唯礼 86

いわきＮＴＣ 福島 種田 嘉人 1.五十嵐･小堤

3 いわきＮＴＣ 福島 鈴木 真哉 81

近江ＴＣ 山形 佐藤 青葉 3.種田･鈴木

4 ヒルズＴＣ 山形 池野 匠 W.O

フジサワＴＣ 岩手 森岩 新 [3・4] 1.五十嵐･小堤

5 TOY'S ＴＬ 岩手 金 桜汰 83

イラコＴＣ山形 山形 原田 玖雅 5.森岩･金

6 イラコＴＣ山形 山形 遠藤 大空 81

ＡＡＣ 秋田 三浦 凪人 5.森岩･金

7 ＡＡＣ 秋田 宮越 海成 81

KJ-TENNIS ACADEMY 青森 北山 沢 8.北山･野上

8 KJ-TENNIS ACADEMY 青森 野上 和輝 84 1.五十嵐涼太

ウィニングショット 宮城 根津 圭佑 小堤康太郎

9 ウィニングショット 宮城 齋藤 駿斗 85

ラブインドアTC 岩手 小西 琉聖 9.根津･齋藤

10 ラブインドアTC 岩手 横山 莉久 81

近江ＴＣ 山形 國井 太貴 12.島村･菅野

11 近江ＴＣ 山形 河野 真大 84

ア・パースＴＣ 福島 島村 晃登 [3・4] 12.島村･菅野

12 いわきローン 福島 菅野 央介 81

Ｍｏｒｅ－Ｔｅｎｎｉｓ 福島 根本 渚生 14.佐藤･佐藤

13 Ｍｏｒｅ－Ｔｅｎｎｉｓ 福島 根本 陽生 98(2)

泉パークＴＣ 宮城 佐藤 颯基 14.佐藤･佐藤

14 泉パークＴＣ 宮城 佐藤 駿弥 81

KJ-TENNIS ACADEMY 青森 中田 龍汰郎 14.佐藤･佐藤

15 KJ-TENNIS ACADEMY 青森 片桐 真吾 83

ファンキーＴＡ 秋田 原田 悠雅 [2] 16.原田･野坂

16 ファンキーＴＡ 秋田 野坂 迅 81
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12歳以下女子ダブルス
所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 SF F 勝者

ウィニングショット 宮城 下原 茉莉佳 [1]

1 ウィニングショット 宮城 城 碧海

いわきＮＴＣ 福島 寺島 陽菜 1.下原･城

2 いわきＮＴＣ 福島 松本 可菜 81

クレイルＴＣ 岩手 八重樫 瑠子 1.下原･城

3 TOY'S ＴＬ 岩手 成谷 優芽 81

ＡＡＣ 秋田 伊藤 矢姫 3.八重樫･成谷

4 ＡＡＣ 秋田 平野 実里 82

青森JTAC 青森 七尾 日向子 [3・4] 1.下原･城

5 Soleil ＴＣ 青森 阿部 菜月 81

昭和JrTC 秋田 工藤 楓 5.七尾･阿部

6 ＡＡＣ 秋田 関根 舞音 82

ＩＴＳベルズ 山形 石澤 萌々子 5.七尾･阿部

7 ＩＴＳベルズ 山形 茂木 音羽 83

ルネサンス棚倉 福島 佐々木 啓 8.佐々木･小形

8 ＧＡＳＣ ＴＴ 福島 小形 寧音 86 1.下原茉莉佳

ファインＴＣ 岩手 小林 優芽子 城 碧海

9 ファインＴＣ 岩手 工藤 さくら 83

ファンキーＴＡ 秋田 佐々木 実夕 10.佐々木･泉

10 ファンキーＴＡ 秋田 泉 穂乃花 97

Ｒ－ＰＲＯリベラ仙台 宮城 千葉 瑠子 11.千葉･藤田

11 Ｒ－ＰＲＯリベラ仙台 宮城 藤田 琴里 82

TTJ 山形 宮田 亜音 [3・4] 11.千葉･藤田

12 プラスワン 山形 阿部 咲楽 83

Ｍｏｒｅ－Ｔｅｎｎｉｓ 宮城 三浦 奈々 16.吉田･山口

13 Ｍｏｒｅ－Ｔｅｎｎｉｓ 宮城 橋野 優樹 80

ア・パースＴＣ 福島 大友 桜 13.三浦･橋野

14 ア・パースＴＣ 福島 志賀 亜希奈 85

八戸シーガル 青森 市村 あおい 16.吉田･山口

15 リベロ津軽ＳＣ 青森 黒滝 愛珠 83

ファインＴＣ 岩手 吉田 梨真 [2] 16.吉田･山口

16 ファインＴＣ 岩手 山口 舞 81
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14歳以下男子シングルス

所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 QF SF F 勝者

1 ウィニングショット 宮城 菅谷 優作 [1]
1.菅谷

2 BTA 山形 菊地 康晃 86
1.菅谷

3 いわきローン 福島 込山 孝 82

3.込山

4 ラブインドアＴＣ 岩手 菅原 陸翔 86
1.菅谷

5 ＩＴＳベルズ 山形 ニノ戸 亮徳 62 60

5.二ノ戸

6 KJ-TENNIS ACADEMY 青森 虻川 健太郎 82
8.野坂

7 ア・パースＴＣ 福島 志賀 夏緒 80
8.野坂

8 ファンキーＴＡ 秋田 野坂 郷 [5～8] 81

1.菅谷

9 郡山五中 福島 伊藤 渚 [3・4] 83

9.伊藤

10 ファインＴＣ 岩手 安久津 晋太 83
9.伊藤

11 オレンジF 宮城 川口 駿也 84

11.川口

12 ファンキーＴＡ 秋田 下山 巧真 98(6)
9.伊藤

13 ＡＡＣ 秋田 佐々木 優斗 62 62
14.齋藤

14 TTJ 山形 齋藤 倖久 82

14.齋藤

15 リベロ津軽ＳＣ 青森 明本 和丸 82

15.明本

16 ウイニングショット 宮城 齋藤 駿太[5～8] 85
32.七尾岳俊

17 いわきＮＴＣ 福島 野村 昂平[5～8] 80

17.野村

18 フジサワＴＣ 岩手 立花 傑 84
17.野村

19 ＩＴＳベルズ 山形 田村 翔 83

19.田村

20 KJ-TENNIS ACADEMY 青森 小枝 咲大 81
17.野村

21 いわきローン 福島 菅野 慧太朗 76(2) 60

21.菅野

22 ファンキーＴＡ 秋田 駒井 柊一郎 80
24.長内

23 近江ＴＣ 山形 齋藤 大希 85
24.長内

24 Ｒ－ＰＲＯＪＥＣＴ仙台 宮城 長内 大也 [3・4] 82

32.七尾

25 ウィニングショット 宮城 齋藤 晶斗 [5～8] 80

25.齋藤

26 郡山五中 福島 栁沼 康生 81
25.齋藤

27 北上Ｊｒ 岩手 八子 慎太朗 82
28.高橋

28 ＩＴＳベルズ 山形 高橋 勲平 86

32.七尾

29 ウィニングショット 宮城 根津 紘世 64 61
30.佐野

30 ＡＡＣ 秋田 佐野 涼真 83

32.七尾

31 フジサワＴＣ 岩手 藤村 脩平 80
32.七尾

32 青森JTAC 青森 七尾 岳俊 [2] 81
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14歳以下女子シングルス

所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 QF SF F 勝者

1 ウィニングショット 宮城 五十嵐 唯愛 [1]
1.五十嵐

2 八戸シーガル 青森 市村 あさひ 82
1.五十嵐

3 TOY'S ＴＬ 岩手 乗上 敦子 80
4.國分

4 郡山五中 福島 國分 日菜乃 82

1.五十嵐

5 Ｒ－ＰＲＯリベラ仙台 宮城 紺野 陽世 62 62

5.紺野

6 ＢＴＡ 山形 佐藤 光 81
8.齋藤

7 山清ＴＣ 岩手 紺野 木葉 84
8.齋藤

8 郡山五中 福島 齋藤 瑠奈[5～8] 80

1.五十嵐

9 ＩＴＳベルズ 山形 石澤 真衣子 [3・4] 81

9.石澤

10 クレイルＴＡ 岩手 佐久間 柚希 83
11.横山

11 リベロ津軽ＳＣ 青森 横山 琳咲 83

11.横山

12 泉パークＴＣ 宮城 佐藤 亜美 84
11.横山

13 ファンキーＴＡ 秋田 佐藤 来愛 62 63
14.小森

14 滝沢第二中 岩手 小森 愛香 83

15.菅原

15 ＢＴＡ 山形 菅原 愛詠 81

15.菅原

16 いわきＮＴＣ 福島 秋山 弥憂[5～8] 98(5)
1.五十嵐唯愛

17 TTJ 山形 菅原 花帆[5～8] 81
18.大友

18 ウィニングショット 宮城 大友 綺花 82

18.大友

19 ラブインドアＴＣ 岩手 小寺 杏菜 81
20.蛯名

20 Soleil ＴＣ 青森 蛯名 衣蕗 97

18.大友

21 滝沢第二中 岩手 板垣 沙映 60 60
22.中村

22 ウィニングショット 宮城 中村 巴那香 80

24.吉野

23 ファンキーＴＡ 秋田 櫻田 知奈 83
24.吉野

24 いわきＮＴＣ 福島 吉野 理花[3・4] 82

18.大友

25 ＧＡＳＣ ＴＴ 福島 大山 美由[5～8] 85
26.雪谷

26 ウィニングショット 宮城 雪谷 寧々 97

26.雪谷

27 ＢＴＡ 山形 奥山 えりか 81
28,山根

28 滝沢第二中 岩手 山根 里々花 86

32.鎌田

29 青森JTAC 青森 鈴木 さくら 60 62
30.菊地

30 ＢＴＡ 山形 菊地 佑起 85

32.鎌田

31 ＧＡＳＣ ＴＴ 福島 佐久間 向日葵 82
32.鎌田

32 ファンキーＴＡ 秋田 鎌田 愛莉 [2] 82
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14歳以下男子ダブルス
所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 SF F 勝者

ウィニングショット 宮城 菅谷 優作 [1]

1 Ｒ－ＰＲＯＪＥＣＴ仙台 宮城 長内 大也

ア・パースＴＣ 福島 島村 泰登
1.菅谷・長内

2 ア・パースＴＣ 福島 志賀 夏緒
84

ファンキーＴＡ 秋田 下山 巧真
1.菅谷･長内

3 ファンキーＴＡ 秋田 野坂 郷
98(6)

ファインＴＣ 岩手 安久津 晋太
4.安久津･菅原

4 ラブインドアＴＣ 岩手 菅原 陸翔
97

ＩＴＳベルズ 山形 田村 翔 [3] 1.菅谷･長内

5 近江ＴＣ 山形 齋藤 大希 84

ウイニングショット 宮城 武田 昂祐
5.田村･齋藤

6 ウイニングショット 宮城 齋藤 駿太
83

いわきＮＴＣ 福島 小野 翔大
5.田村･齋藤

7 いわきＮＴＣ 福島 野村 昂平
84

KJ-TENNIS ACADEMY 青森 小枝 咲大
7.小野･野村

8 KJ-TENNIS ACADEMY 青森 虻川 健太郎
82 16.七尾岳俊

ＩＴＳベルズ 山形 佐藤 飛龍
明本和丸

9 近江ＴＣ 山形 黒沼 慈央
85

ウィニングショット 宮城 根津 紘世
10.根津･齋藤

10 ウィニングショット 宮城 齋藤 晶斗
82

北上Ｊｒ 岩手 八子 慎太朗
10.根津･齋藤

11 北上Ｊｒ 岩手 小原 晴生
83

郡山五中 福島 伊藤 渚 [4] 12.伊藤･栁沼

12 郡山五中 福島 栁沼 康生 81

ファンキーＴＡ 秋田 深井 聡輔
16.七尾･明本

13 ファンキーＴＡ 秋田 駒井 柊一郎
86

フジサワＴＣ 岩手 立花 傑
14.立花･藤村

14 フジサワＴＣ 岩手 藤村 脩平
80

BTA 山形 菊地 康晃
16.七尾･明本

15 ＩＴＳベルズ 山形 高橋 勲平
82

青森JTAC 青森 七尾 岳俊 [2] 16.七尾･明本

16 リベロ津軽ＳＣ 青森 明本 和丸 84
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14歳以下女子ダブルス
所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 SF F 勝者

ＩＴＳベルズ 山形 石澤 真衣子 [1]

1 ファンキーＴＡ 秋田 鎌田 愛莉

滝沢第二中 岩手 山根 里々花
1.石澤･鎌田

2 滝沢第二中 岩手 板垣 沙映
82

八戸シーガル 青森 市村 あさひ
1.石澤･鎌田

3 リベロ津軽ＳＣ 青森 横山 琳咲
81

ウィニングショット 宮城 中村 巴那香
3.市村･横山

4 Ｒ－ＰＲＯリベラ仙台 宮城 紺野 陽世
83

郡山五中 福島 國分 日菜乃 [3・4]]
1.石澤･鎌田

5 郡山五中 福島 齋藤 瑠奈 83

泉パークＴＣ 宮城 佐藤 亜美
5.國分･齋藤

6 泉パークＴＣ 宮城 柏木 南波
82

TOY'S ＴＬ 岩手 乗上 敦子
5.國分･齋藤

7 山清ＴＣ 岩手 紺野 木葉
82

TTJ 山形 菅原 花帆
8.菅原･菊地

8 ＢＴＡ 山形 菊地 佑起
82 1.石澤真衣子

Soleil ＴＣ 青森 蛯名 衣蕗
鎌田愛莉

9 青森JTAC 青森 鈴木 さくら
82

近江ＴＣ 山形 奥山 志穂
9.蛯名･鈴木

10 近江ＴＣ 山形 齊藤 穂花
85

ファンキーＴＡ 秋田 佐藤 来愛
12.吉野･種田

11 ファンキーＴＡ 秋田 櫻田 知奈
81

いわきＮＴＣ 福島 吉野 理花 [3・4] 12.吉野･種田

12 いわきＮＴＣ 福島 種田 嘉子 80

花巻ジュニア 岩手 菊池 虹
16.五十嵐･大友

13 TOY'S ＴＬ 岩手 高杉 凜花
83

ＧＡＳＣ ＴＴ 福島 佐久間 向日葵
14.佐久間･大山

14 ＧＡＳＣ ＴＴ 福島 大山 美由
82

ＢＴＡ 山形 奥山 えりか
16.五十嵐･大友

15 ＢＴＡ 山形 菅原 愛詠
84

ウィニングショット 宮城 五十嵐 唯愛 [2]
16.五十嵐･大友

16 ウィニングショット 宮城 大友 綺花 85
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16歳以下男子シングルス

所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 QF SF F 勝者

1 ア・パースＴＣ 福島 金成 練 [1]
1.金成

2 横手清陵学院中 秋田 伊藤 大稀 81
1.金成

3 TOY'S ＴＬ 岩手 三又 貴文 81

3.三又

4 Ｒ－ＰＲＯリベラ仙台 宮城 小野寺 翔 97
1.金成

5 秋田高 秋田 菅原 宥介 61 63

5.菅原

6 日大山形高 山形 五味 一貴 85
5.菅原

7 八戸西高 青森 佐々木 俊輔 97
8.後藤

8 泉パークＴＣ 宮城 後藤 亮太 [5～8] 84

1.金成

9 FTTC橘Jr 福島 吉田 響介 [3・4] 84

9.吉田

10 秋田商業高 秋田 持石 和弥 80
9.吉田

11 東北学院高 宮城 新妻 幸生 83

11.新妻

12 まつぞのSC 岩手 畠山 知 86
9.吉田

13 日大東北高 福島 佐藤 弘基 76(5) 36 62

13.佐藤

14 青森高 青森 小野 航弥 81
13.佐藤

15 日大山形高 山形 網代 凱 81
16.佐藤

16 盛岡中央高 岩手 佐藤 哲汰 [5～8] 85

32.菅谷拓郎

17 岩手高 岩手 似里 達哉 [5～8] 85

17.似里

18 磐城高 福島 鈴木 啓介 84
17.似里

19 山形南高 山形 佐々木 諒 85
20.松枝

20 泉パークＴＣ 宮城 松枝 達生 82

24.今野

21 五所川原工高 青森 山形 剛央 62 62
22.駒形

22 ウイニングショット 宮城 駒形 将俊 81

24.今野

23 秋田高 秋田 鐙 健吾 86
24.今野

24 安積高 福島 今野 剛瑠 [3・4] 80

32.菅谷

25 FTTC橘Jr 福島 小林 拓夢 [5～8] 83

25.小林

26 日大山形高 山形 荘司 立己 81
25.小林

27 盛岡四高 岩手 田中 威吹 80
28.三上

28 東奥義塾高 青森 三上 未来 82

32.菅谷

29 近江ＴＣ 山形 川崎 理比人 63 60

29.川崎

30 明桜高 秋田 玉野 水暉 80
32.菅谷

31 岩手高 岩手 太田屋 遼介 84
32.菅谷

32 ウイニングショット 宮城 菅谷 拓郎 [2] 83
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16歳以下女子シングルス

所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 QF SF F 勝者

1 日大山形高 山形 寒河江 ひより [1]
1.寒河江

2 青森西高 青森 加藤 萌 82
1.寒河江

3 安積高 福島 民安 陽菜 83

3.民安

4 Ｍｏｒｅ－Ｔｅｎｎｉｓ 宮城 皆川 明日香 98(6)
1.寒河江

5 近江TC 山形 長濱 帆伽 60 60
6.加藤

6 青森西高 青森 加藤 あい 82

7.伊藤

7 Ｂ.I.TENNIS 秋田 伊藤 楓 82

7.伊藤

8 盛岡一高 岩手 小井田 奏 [5～8] 84
16.佐藤

9 Ｒ－ＰＲＯリベラ仙台 宮城 松島 采香 [3・4] 81

9.松島

10 ＡＡＣ 秋田 吉田 杏実 80
9.松島

11 盛岡白百合高 岩手 菊池 桃香 82
12.猪狩

12 磐城桜が丘高 福島 猪狩 舞 83

16.佐藤

13 八戸西高 青森 天羽 咲希 60 64
14.鎌田

14 聖霊高 秋田 鎌田 夏波 85

16.佐藤

15 ウイニングショット 宮城 松原 綾乃 83
16.佐藤

16 山形東高 山形 佐藤 夏央 [5～8] 86

16.佐藤夏央

17 秋田商業高 秋田 大島 美里 [5～8] 83

17.大島

18 聖光学院高 福島 佐藤 はな 85
17.大島

19 ウイニングショット 宮城 鈴木 桃子 98(3)

19.鈴木

20 日大山形高 山形 神野 穂香 80
24.水吉

21 イラコＴＣ山形 山形 佐藤 和歌葉 60 76(5)

21.佐藤

22 東奥義塾高 青森 下山 寧々 81
24.水吉

23 常磐ＪｒTC 福島 柴田 もえぎ 83
24.水吉

24 盛岡四高 岩手 水吉 萌香 [3・4] 83

32.矢野

25 日大東北高 福島 遠藤 春希 [5～8] 83

25.遠藤

26 イラコＴＣ山形 山形 高柳 飛鳥 98(9)
25.遠藤

27 クレイルＴＡ 岩手 加藤 安奈 86

27.加藤

28 秋田北高 秋田 丸山 佳愛 84
32.矢野

29 盛岡白百合高 岩手 佐藤 真菜 60 61

29.佐藤

30 ウイニングショット 宮城 中尾 優月 83
32.矢野

31 Soleil ＴＣ 青森 福士 舞 83
32.矢野

32 寒河江高 山形 矢野 桜子 [2] 81
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16歳以下男子ダブルス
所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 SF F 勝者

FTTC橘Jr 福島 小林 拓夢 [1]

1 ア・パースＴＣ 福島 金成 練

五所川原高 青森 竹谷 悠
1.小林･金成

2 五所川原高 青森 西村 洸士
81

Ｒ－ＰＲＯリベラ仙台 宮城 小野寺 翔
1.小林･金成

3 東陵高 宮城 庄司 璃音
82

日大山形高 山形 五味 一貴
4.五味･網代

4 日大山形高 山形 網代 凱
82

TOY'S ＴＬ 岩手 三又 貴文 [3・4] 1.小林･金成

5 北上Jr 岩手 橋本 大輔 86

安積高 福島 今野 剛瑠
5.三又･橋本

6 安積高 福島 名子 弥希
84

ファンキーＴＡ 秋田 五十嵐 駿介
5.三又･橋本

7 秋田商業高 秋田 持石 和弥
84

弘前工高 青森 柴田 将貴
7.五十嵐･持石

8 弘前工高 青森 長谷川 涼
98(2) 1.小林拓夢

泉パークＴＣ 宮城 後藤 亮太
金成 練

9 ウイニングショット 宮城 駒形 将俊
82

秋田高 秋田 菅原 宥介
10.菅原･鐙

10 秋田高 秋田 鐙 健吾
81

山形南高 山形 佐々木 諒
10.菅原･鐙

11 山形南高 山形 庄司 彩人
84

岩手高 岩手 似里 達哉 [3・4] 12.似里･佐藤

12 盛岡中央高 岩手 佐藤 哲汰 82

岩手高 岩手 内川 璃玖
16.新妻･齋藤

13 岩手高 岩手 太田屋 遼介
83

磐城高 福島 小泉 元
14.小泉･猪狩

14 磐城高 福島 猪狩 楽生
81

東奥義塾高 青森 三上 未来
16.新妻･齋藤

15 東奥義塾高 青森 伊原 慧
86

東北学院高 宮城 新妻 幸生 [2] 16.新妻･齋藤

16 東北学院高 宮城 齋藤 楓生 82
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16歳以下女子ダブルス
所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 SF F 勝者

山形東高 山形 佐藤 夏央 [1]

1 日大山形高 山形 寒河江ひより

盛岡白百合高 岩手 佐藤 真菜
1.佐藤･寒河江

2 盛岡白百合高 岩手 菊池 桃香
85

磐城桜が丘高 福島 猪狩 舞
1.佐藤･寒河江

3 磐城高 福島 種田 詩織
82

宮城学院高 宮城 佐藤 弘菜
3.猪狩･種田

4 ベルサンピアTS 宮城 岩月 遥
83

秋田北高 秋田 丸山 佳愛 [3・4] 1.佐藤･寒河江

5 聖霊高 秋田 鎌田 夏波 81

Ｍｏｒｅ－Ｔｅｎｎｉｓ 宮城 皆川 明日香
5.丸山･鎌田

6 More-Tennis 宮城 長田 蒼生
86

ア・パースＴＣ 福島 斎藤 奈緒
5.丸山･鎌田

7 常磐ＪｒTC 福島 柴田 もえぎ
83

青森西高 青森 加藤 あい
7.斎藤･柴田

8 青森西高 青森 加藤 萌
82 11.小井田 奏

寒河江高 山形 矢野 桜子
水吉萌香

9 寒河江高 山形 秋葉 夏那子
98(6)

ウイニングショット 宮城 中尾 優月
9.矢野･秋葉

10 ウイニングショット 宮城 鈴木 桃子
80

盛岡一高 岩手 小井田 奏
11.小井田･水吉

11 盛岡四高 岩手 水吉 萌香
81

Ｂ.I.TENNIS 秋田 伊藤 楓 [3・4]
11.小井田･水吉

12 秋田商業高 秋田 大島 美里
84

ＡＡＣ 秋田 吉田 杏実
11.小井田･水吉

13 ＡＡＣ 秋田 鈴木 彩水
83

日大山形高 山形 神野 穂香
14.神野･長濱

14 近江TC 山形 長濱 帆伽
84

八戸西高 青森 天羽 咲希
16.佐藤･遠藤

15 五所川原市TA 青森 柳生 歩映
84

聖光学院高 福島 佐藤 はな [2] 16.佐藤･遠藤

16 日大東北高 福島 遠藤 春希 80
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18歳以下男子シングルス

所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 QF SF F 勝者

1 岩手高 岩手 本多 映好 [1]

1.本多

2 磐城高 福島 松本 拓馬 81
1.本多

3 秋田商高 秋田 土田 光 83
4.村山

4 東北学院高 宮城 村山 和希 83

1.本多

5 岩手高 岩手 伊藤 悠馬 [Q] 64 61
6.西塚

6 日大山形高 山形 西塚 功亮 84

7.栁沼

7 安積高 福島 栁沼 佑哉 97

7.栁沼

8 青森西高 青森 蝦名 昂太[5～8] 84
1.本多

9 いわき秀英高 福島 遠藤 悠太[3・4] W.O

9.遠藤

10 勿来工高 福島 篠原 拓磨 [Q] 83
9.遠藤

11 東陵高 宮城 大久 一真 [Q] 97
12.紺野

12 岩手高 岩手 紺野 拓海 84

16.門馬

13 青森高 青森 木立 理矩人 36 60 62
14.工藤

14 日大山形高 山形 工藤 隆輝 85

16.門馬

15 秋田商高 秋田 田中 翔馬 81
16.門馬

16 東北学院高 宮城 門馬 翔太[5～8] 82

1.本多映好

17 岩手高 岩手 松浦 洸祐[5～8] 83

17.松浦

18 東陵高 宮城 庄司 紫音 82
17.松浦

19 五所川原工高 青森 三橋 拓哉 82

19.三橋

20 山形工業高 山形 清水 嶺 86
17.松浦

21 学法石川高 福島 根本 将広 [Q] 64 67(5)64

22.遠藤

22 岩手高 岩手 遠藤 亜蘭 85

24.大山

23 盛岡三高 岩手 福士 海渡 [Q] 84
24.大山

24 安積高 福島 大山 諒祐[3・4] 97

32.熊坂

25 秋田商高 秋田 石井 智也[5～8] 82

25.石井

26 日大山形高 山形 成瀬 弦生 82
27.齋藤

27 東北学院高 宮城 齋藤 一樹 83

27.齋藤

28 学法石川高 福島 小埜 航大 [Q] 85
32.熊坂

29 東奥義塾高 青森 三上 由来 60 62
30.角掛

30 福島東高 福島 角掛 未来 83

32.熊坂

31 秋田高 秋田 辰 翔太朗 80
32.熊坂

32 日大山形高 山形 熊坂 拓哉 [2] 81
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所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 QF SF F 勝者

1 日大東北高 福島 伊藤 萌夏 [1]
1.伊藤

2 秋田高専 秋田 土橋 礼佳 81
1.伊藤

3 東北学院榴ヶ岡高 宮城 二ッ森 杏菜 80
4.北川

4 弘前工高 青森 北川 采永子 83

1.伊藤

5 磐城桜が丘高 福島 樋口 佳奈子 [Q] 60 60

5.樋口

6 いわき光洋高 福島 佐藤 千夏 82
5.樋口

7 盛岡二高 岩手 岩﨑 沙織 97
8.菊地

8 日大山形高 山形 菊地 満優[5～8] 85

1.伊藤

9 日大東北高 福島 邊見 文香[3・4] 83

9.邊見

10 弘前工高 青森 須藤 ひなた 82
9.邊見

11 山本学園高 山形 渡部 かな子 84

11.渡部

12 仙台第一高 宮城 久保 万里子 [Q] 86
9.邊見

13 聖霊高 秋田 高橋 希美 62 64
14.太田屋

14 盛岡一高 岩手 太田屋 遥 82

16.川村

15 酒田光陵高 山形 林 奈々夏 [Q] 83
16.川村

16 ニューフロンティアＴＣ 宮城 川村 周子[5～8] 85

32.柏倉葉月

17 弘前高 青森 新川 裕里[5～8] 83
磐城桜が丘高 福島 吉田 早希 18.吉田

18 聖霊高 秋田 原 未優 82

18.吉田

19 盛岡三高 岩手 吉水 春菜 82

19.吉水

20 安積高 福島 三浦 美彩[Q] 84
24.橘

21 日大山形高 山形 大泉 夏実 61 63

21.大泉

22 多賀城高 宮城 齋藤 千紗 83
24.橘

23 磐城桜が丘高 福島 鈴木 理瑚 [Q] 83
24.橘

24 日大東北高 福島 橘 薫乃[3・4] 83

32.柏倉

25 磐城桜が丘高 福島 吉野 優花[5～8] 84

25.吉野

26 寒河江高 山形 田中 愛美 85
28.川邉

27 泉館山高 宮城 大泉 里彩 84
28.川邉

28 聖霊高 秋田 川邉 愛美 86

32.柏倉

29 青森西高 青森 盛 みずな 63 60

29.盛

30 聖和学園高 宮城 小椋 百華 [Q] 97
32.柏倉

31 盛岡一高 岩手 高橋 宇妃 81
32.柏倉

32 寒河江高 山形 柏倉 葉月 [2] 81
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18歳以下男子シングルス-予選 18歳以下女子シングルス-予選

所属団体 県 氏名 Round 1 F 勝者 所属団体 県 氏名 Round 1 F 勝者

安積高 福島 三浦 美彩

1 岩手高 岩手 伊藤 悠馬 [1] 1 磐城桜が丘高 福島 吉田 早希 [1]

1.伊藤 1.三浦

2 ニューフロンティアTC 宮城 扇 凱斗 83 Q1 2 盛岡南高 岩手 木下 雪野 83 Q1

1.伊藤 1.三浦

3 秋田商高 秋田 伊藤 海斗 85 3 聖霊高 秋田 松山 奈央 83

4.橋本 4.松浦

4 福島高専 福島 橋本 拓実 86 4 エムズＴP 宮城 松浦 伶南 82

5 盛岡三高 岩手 福士 海渡 [2] 5 磐城桜が丘高 福島 樋口 佳奈子 [2]

5.福士 5.樋口

6 八戸北高 青森 浅水 祐樹 80 Q2 6 青森商高 青森 浅利 冴香 81 Q2

5.福士 5.樋口

7 日大山形高 山形 深瀬 貴宏 80 7 米沢中央高 山形 縮 明寿香 81

7.深瀬 7.縮

8 秋田商高 秋田 佐々木 駿 81 8 聖霊高 秋田 佐藤 柚希 80

9 勿来工高 福島 篠原 拓磨 [3] 9 聖和学園高 宮城 小椋 百華 [3]

9.篠原 9.小椋

10 盛岡一高 岩手 大内 祐也 83 Q3 10 山本学園高 山形 松田 美樹 82 Q3

9.篠原 9.小椋

11 弘前工高 青森 山内 圭 81 11 盛岡三高 岩手 城内 佳奈江 85

12.田村 12.西村

12 聖和学園高 宮城 田村 丞 80 12 五所川原高 青森 西村 湧美 80

13 山形南高 山形 渋谷 尚輝 [4] 13 磐城桜が丘高 福島 佐々木美和 [4]

13.渋谷 13.佐々木

14 盛岡三高 岩手 藤原 大希 84 Q4 14 秋田商高 秋田 鐙 真穂 81 Q4

15.大久 16.林

15 東陵高 宮城 大久 一真 86 15 千葉学園高 青森 熊本 結希 98(5)

15.大久 16.林

16 青森西高 青森 名古屋 勇人 84 16 酒田光陵高 山形 林 奈々夏 82

17 学法石川高 福島 根本 将広 [5] 17 仙台第一高 宮城 久保 万里子 [5]

17.根本 17.久保

18 秋田商高 秋田 宇佐美 大成 80 Q5 18 盛岡一高 岩手 矢野 珠緒 82 Q5

17.根本 17.久保

19 鶴岡高専 山形 宮田 友希 84 19 山形西高 山形 新野 由惟 85

20.八柳 19.新野

20 仙台一高 宮城 八柳 朝陽 84 20 聖霊高 秋田 泉 かえで 82

21 岩手高 岩手 佐藤 一樹 [6] 21 ファインＴＣ 岩手 髙橋 優実 [6]

22.小埜 22.鈴木

22 学法石川高 福島 小埜 航大 97 Q6 22 磐城桜が丘高 福島 鈴木 理瑚 83 Q6

22.小埜 22.鈴木

23 八戸西高 青森 高宮 京佑 81 23 東陵高 宮城 伊藤 早希 86

24.小松 23.伊藤

24 明桜高 秋田 小松 丈流 81 24 弘前工高 青森 福士 はるか 83
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18歳以下男子ダブルス
所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 SF F 勝者

日大山形高 山形 西塚 功亮 [1]

1 日大山形高 山形 熊坂拓哉

秋田商高 秋田 土田 光
1.西塚･熊坂

2 秋田商高 秋田 石井 智也
82

学法石川高 福島 小埜 航大
1.西塚･熊坂

3 学法石川高 福島 根本 将広
80

岩手高 岩手 遠藤 亜蘭
4.遠藤･紺野

4 岩手高 岩手 紺野 拓海
97

東北学院高 宮城 村山 和希[3・4] 1.西塚･熊坂

5 東北学院高 宮城 門馬 翔太 85

東陵高 宮城 小野寺恭平［ALT］ 5.村山･門馬

東陵高 宮城 福島 幸輝
83

山形南高 山形 木村 空

6 山形南高 山形 板垣 和磨
5.村山･門馬

五所川原工高 青森 三橋 拓哉
81

7 東奥義塾高 青森 三上 由来

秋田商高 秋田 三浦 幸貴
7.三橋･三上

8 秋田商高 秋田 伊藤 海斗
85 1.西塚功亮

岩手高 岩手 佐藤 一樹
熊坂拓哉

9 岩手高 岩手 伊藤 悠馬
98(3)

日大山形高 山形 工藤 隆輝
9.佐藤･伊藤

10 日大山形高 山形 成瀬 弦生
98(2)

東陵高 宮城 大久 一真
11.大久･庄司

11 東陵高 宮城 庄司 紫音
98(3)

磐城高 福島 松本 拓馬[3・4] 11.大久･庄司

12 磐城高 福島 金成 翼
85

安積高 福島 栁沼 佑哉
16.松浦･本多

13 安積高 福島 大山 諒祐
80

秋田商高 秋田 清水川 稜二
13･栁沼･大山

14 秋田商高 秋田 田中 翔馬
86

青森西高 青森 名古屋 勇人
16.松浦･本多

15 青森西高 青森 蝦名 昂太
81

岩手高 岩手 松浦 洸祐 [2] 16.松浦･本多

16 岩手高 岩手 本多 映好 82

18歳以下女子ダブルス
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所属団体 県 氏名 【シード】 Round 1 2 SF F 勝者

寒河江高 山形 柏倉葉月 [1]

1 日大東北高 福島 伊藤 萌夏

ファインＴＣ 岩手 髙橋 優実
1.柏倉･伊藤

2 盛岡三高 岩手 吉水 春菜
81

磐城桜が丘高 福島 樋口 佳奈子
1.柏倉･伊藤

3 磐城桜が丘高 福島 吉田 早希
85

聖霊高 秋田 高橋 希美
3.樋口･吉田

4 聖霊高 秋田 川邉 愛美
85

聖和学園高 宮城 小椋 百華 [3] 1.柏倉･伊藤

5 ニューフロンティアＴＣ 宮城 川村 周子 81

盛岡一高 岩手 高橋 宇妃
5.小椋･川村

6 盛岡一高 岩手 太田屋 遥
83

弘前高 青森 千葉 愛未
5.小椋･川村

7 弘前高 青森 新内 佳那
81

山本学園高 山形 松田 美樹
8.松田･渡部

8 山本学園高 山形 渡部 かな子
84 1.柏倉葉月

盛岡三高 岩手 関 亜矢香
伊藤萌夏

9 盛岡三高 岩手 城内 佳奈江
80

弘前工高 青森 須藤 ひなた[ALT]

弘前工高 青森 北川 采永子
10.須藤･北川

秋田高専 秋田 土橋 礼佳
83

10 聖霊高 秋田 原 未優

東陵高 宮城 小野寺 紗椰
10.須藤･北川

11 東陵高 宮城 伊藤 早希
84

日大山形高 山形 大泉 夏実 [4] 11.小野寺･伊藤

12 日大山形高 山形 菊地 満優
97

エムズＴP 宮城 松浦 伶南
14.盛･新川

13 多賀城高 宮城 齋藤 千紗
82

青森西高 青森 盛 みずな
14.盛･新川

14 弘前高 青森 新川 裕里
83

聖霊高 秋田 富樫 な々子
14.盛･新川

15 聖霊高 秋田 泉 かえで
86

日大東北高 福島 邊見 文香 [2] 16.邊見･橘

16 日大東北高 福島 橘 薫乃 81


