
男子団体

一関市立千厩中学校

奥州市立水沢南中学校

岩手大学教育学部附属中学校

久慈市立久慈中学校

釜石市立唐丹中学校

盛岡市立城西中学校

花巻市立石鳥谷中学校

北上市立東陵中学校

雫石町立雫石中学校

一関市立花泉中学校

奥州市立東水沢中学校

北上市立飯豊中学校

奥州市立衣川中学校

一関市立川崎中学校

滝沢市立滝沢南中学校

盛岡市立見前南中学校

花巻市立湯口中学校

遠野市立遠野中学校

矢巾町立矢巾中学校

釜石市立釜石中学校

一関市立室根中学校

奥州市立前沢中学校

三位決定戦

(奥州市立東水沢中学校）

(奥州市立前沢中学校）



女子団体

矢巾町立矢巾中学校

大槌町立大槌学園

矢巾町立矢巾北中学校

北上市立和賀西中学校

遠野市立遠野中学校

盛岡市立松園中学校

一関市立一関東中学校

奥州市立胆沢中学校

普代村立普代中学校

盛岡市立見前中学校

一関市立千厩中学校

山田町立山田中学校

滝沢市立滝沢南中学校

盛岡市立乙部中学校

奥州市立江刺東中学校

花巻市立東和中学校

大船渡市立赤崎中学校

盛岡市立厨川中学校

花巻市立矢沢中学校

釜石市立釜石中学校

奥州市立前沢中学校

北上市立北上中学校

一関市立東山中学校

北上市立南中学校

花巻市立石鳥谷中学校

岩手県立盛岡聴覚支援学校

雫石町立雫石中学校

奥州市立江刺第一中学校

久慈市立侍浜中学校

一関市立室根中学校

盛岡市立見前南中学校

三位決定戦

(花巻市立東和中学校）

(大船渡市立赤崎中学校）



男子シングルス

佐藤 悠 (一関市立千厩中学校）

福島 楓 (矢巾町立矢巾北中学校）

岩渕 凜 (奥州市立前沢中学校）

髙橋 響生 (北上市立飯豊中学校）

山口 龍成 (遠野市立遠野中学校）

菅原 魁吏 (花巻市立矢沢中学校）

小山田 惠大 (盛岡市立城西中学校）

木村 洸陽 (滝沢市立滝沢第二中学校）

三浦 大和 (大船渡市立赤崎中学校）

柏崎 彦斗 (北上市立北上中学校）

米倉 稜陽 (一関市立川崎中学校）

中居林 優斗 (釜石市立唐丹中学校）

伊藤 裕哉 (花巻市立湯口中学校）

川向 渉翼 (普代村立普代中学校）

伊藤 一輝 (盛岡市立厨川中学校）

二上 優唯斗 (奥州市立東水沢中学校）

狩野 良太 (盛岡市立見前南中学校）

村松 幹太 (矢巾町立矢巾中学校）

藤井 聡大 (釜石市立釜石中学校）

柳田 柚輝 (花巻市立矢沢中学校）

菅原 一晟 (一関市立室根中学校）

正木 達哉 (雫石町立雫石中学校）

田表 和親 (久慈市立久慈中学校）

藤井 海斗 (北上市立飯豊中学校）

佐藤 音夢 (奥州市立衣川中学校）

八幡 大歩 (釜石市立釜石中学校）

佐々木 希空 (矢巾町立矢巾中学校）

菊池 怜雅 (遠野市立遠野中学校）

中舘 大貴 (滝沢市立滝沢南中学校）

佐藤 悠雅 (一関市立千厩中学校）

小嶋 拓満 (盛岡市立城西中学校）

三位決定戦

伊藤 裕哉 (花巻市立湯口中学校）

柳田 柚輝 (花巻市立矢沢中学校）



伊藤 駆 篠田 楓太

佐藤 司 渡邊 拓也

砂子澤 蒼冴 押切 晃也

藤平 聡太 山崎 康世

菊地 康太 梅木 翔馬

髙橋 優斗 蟹澤 俊太

松坂 奏汰 吉田 遥

欠畑 伸太 高橋 冬羽

小山田 光佑 及川 達志

佐藤 史隆 千葉 優真

佐々木 悠斗 中村 亮翔

久保 翔太 川代  詩

犬飼 裕太 髙橋 斗磨

前澤 冬也 小原 聖尊

奥村 諒 村岡 颯汰

細川 陵 濱田 文太

千田 翔太 細川 稜太

小原  蓮 日向 斗希

須藤 悠希 白田 瑞季

黒田 脩生 佐々木 永遠

高木 優響 及川 翔

守口 佳希 及川 竜

藤村 廉大 斉藤 遼

菅原 隼 三浦 琉聖

齊藤 優斗 飯島 陽斗

加藤 翔大 千葉 俊佑

菊地 康介 岩間 亮太

菅野 颯太 薄衣 頼希

菊地 康介

菅野 颯太

岩間 亮太

薄衣 頼希

男子ダブルス

(一関市立千厩中学校）

(盛岡市立厨川中学校）

(奥州市立衣川中学校）

(久慈市立久慈中学校）

(花巻市立湯口中学校）

(釜石市立唐丹中学校）

(滝沢市立滝沢南中学校）

(矢巾町立矢巾中学校）

(北上市立東陵中学校）

(盛岡市立見前南中学校）

(遠野市立遠野中学校）

(一関市立千厩中学校）

(滝沢市立滝沢南中学校）

(奥州市立江刺第一中学校）

(岩手大学教育学部附属中学校）

(釜石市立釜石中学校）

(花巻市立東和中学校）

(遠野市立遠野中学校）

(一関市立川崎中学校）

(雫石町立雫石中学校）

(北上市立飯豊中学校）

(釜石市立釜石中学校）

(矢巾町立矢巾中学校）

(奥州市立前沢中学校）

(普代村立普代中学校）

(北上市立飯豊中学校）

(一関市立花泉中学校）

(花巻市立東和中学校）

三位決定戦

(奥州市立江刺第一中学校）

(花巻市立東和中学校）



女子シングルス

熊谷 雅 (盛岡市立松園中学校）

藤原 羽菜 (矢巾町立矢巾中学校）

菊池 穂乃香 (奥州市立江刺第一中学校）

桑田 心優 (久慈市立侍浜中学校）

山﨑 咲蘭 (山田町立山田中学校）

三浦 由子 (大船渡市立赤崎中学校）

畠山 鈴未 (花巻市立石鳥谷中学校）

林尻 かなみ (雫石町立雫石中学校）

小岩 美咲 (一関市立一関東中学校）

三浦 澪央菜 (遠野市立遠野中学校）

城下 史織 (洋野町立中野中学校）

德田 南果 (雫石町立雫石中学校）

楢木 亜弥 (北上市立江釣子中学校）

藤原 南奈 (釜石市立釜石中学校）

萱場 伶良 (矢巾町立矢巾中学校）

佐々木 遥奈 (盛岡市立厨川中学校）

小野寺 菜々美 (一関市立川崎中学校）

菊地 莉那 (奥州市立衣川中学校）

千葉 寧々 (奥州市立前沢中学校）

佐々木 碧唯 (盛岡市立厨川中学校）

姫田 幸実 (釜石市立唐丹中学校）

鍋割 祐花 (遠野市立遠野中学校）

森 柑奈 (大船渡市立赤崎中学校）

高屋敷 星七 (普代村立普代中学校）

佐藤 鈴緒 (北上市立南中学校）

小野寺 瑠香 (一関市立東山中学校）

川村 真央 (花巻市立矢沢中学校）

澤田 凛 (滝沢市立滝沢南中学校）

久保田 つぐみ (花巻市立矢沢中学校）

照井 玲那 (盛岡市立見前南中学校）

加藤 未沙希 (山田町立山田中学校）

石崎 冬萌 (一関市立東山中学校）

上野 真穂 (釜石市立大平中学校）

下瀬川 詩夢 (北上市立江釣子中学校）

佐藤 菜摘 (盛岡市立厨川中学校）

上平 佳歩 (矢巾町立矢巾中学校）

三位決定戦

楢木 亜弥 (北上市立江釣子中学校）

照井 玲那 (盛岡市立見前南中学校）



清水 美羽

佐藤 南那 志田 遥

水上 南瀬 長山 紗千

菊地 葵 沼田 侑希子

藤村 青空 吉田 栞凪

小澤 優衣 髙橋 双葉

川﨑 遥菜 西野 茉央

金森 未容 千葉 菜生

平澤 有里沙 伊藤 未悠

吉田 彗 千葉 美咲

中田 茉帆 佐藤 里桜

中村 麻美 及川 愛莉

佐々木 奈央 澤田 詩歩

志田 菜々花 佐藤 綾香

小林 由佳 渡邉 海羽

佐々木 遥花 馬内 香音

菅原 妃那 阿部 美友

三浦 真緒 横田 小雪

門脇 愛弥 東 良美

小野寺 好花 石畠 彩

伊藤 優花 室岡 椋

川上 愛乃 髙橋 椿

髙橋 春和 鈴木 沙織

中原 菜々香 松原 ななえ

田頭 亜優 古川 和花

中村 沙妃 藤沢 菜々子

阿部 ゆい 打野 爽明優

菊池 菜々美 川向 柚歌

藤原 花香 松頭 薫乃

鈴木 彩華 外川 生純美

八幡 桜 原田 愛佳

三浦 唯 佐藤 美月

吉田 響歌 石崎 椛叶

小向 綾香 鎌田 琉瑠

千葉 愛華 宮川 愛梨

小山 恵 吉田 愛梨

遠藤 鈴音 鈴木 蒼花

菊池 爽椰

遠藤 鈴音

菊池 爽椰

志田 遥

長山 紗千

女子ダブルス

(花巻市立東和中学校）

(奥州市立江刺第一中学校）

(盛岡市立乙部中学校）

(滝沢市立滝沢南中学校）

(山田町立山田中学校）

(普代村立普代中学校）

(大船渡市立赤崎中学校）

(釜石市立釜石東中学校）

(一関市立千厩中学校）

(奥州市立胆沢中学校）

(花巻市立南城中学校）

(雫石町立雫石中学校）

(盛岡市立乙部中学校）

(遠野市立遠野中学校）

(矢巾町立矢巾北中学校）

(大槌町立大槌学園）

(久慈市立侍浜中学校）

(一関市立室根中学校）

(北上市立和賀西中学校）

(大船渡市立赤崎中学校）

(盛岡市立城西中学校）

(北上市立北上中学校）

(一関市立東山中学校）

(奥州市立衣川中学校）

(釜石市立釜石中学校）

(花巻市立矢沢中学校）

(矢巾町立矢巾北中学校）

(山田町立山田中学校）

(矢巾町立矢巾中学校）

(奥州市立胆沢中学校）

(北上市立北上中学校）

(滝沢市立滝沢南中学校）

(普代村立普代中学校）

(遠野市立遠野中学校）

(一関市立東山中学校）

(花巻市立湯口中学校）

(盛岡市立見前南中学校）

(北上市立和賀西中学校）

(大船渡市立赤崎中学校）

三位決定戦




