
(本通中) 39

7 朝比奈 裕貴 (戸倉中)

田口 湊都 (亀田中) 15

23 石見 航汰 (青柳中)

工藤 柊二 (上磯中) 31

小原 琉星 (亀田中)

(鹿部中) 43

22 松谷 怜依 (五稜郭中)

永井 尚哉 (青柳中) 30

6 綿路 遥人 (北檜山中)

本間 健介 (瀬棚中) 14

35 八木 悠斗 (上磯中)

上野 智弘

(亀田中) 38

5 吉田 充 (大中山中)

福本 聖人 (大中山中) 13

21 伊藤 悠誠 (亀田中)

川森  碧 (恵山中) 29

41 池上 結太 (七飯中)

正村 涼太

45

20 46 速水 航 (巴中)

上野 陸人 (北檜山中) 28

4 米本 大志 (鹿部中)

長田 快 (五稜郭中) 12

34 平野 遥斗 (本通中)

川原 涼夏

37

3 酒井 唯斗 (戸倉中)

鹿内 友貴 (青柳中) 11

19 木村 海斗 (亀田中)

袴田 陸 (戸倉中) 27

古谷 三四郎 (厚沢部中)

西村 虹輝 (桔梗中) 44

42

18 齋藤 匠 (深堀中)

記田 蒼汰 (亀田中) 26

2 小林 海気 (本通中)

岩船 寛大 (旭岡中) 10

33 山谷  陸 (北檜山中)

中山 太翔 (北檜山中)

32 36

吉田 琉莞 (上磯中)

干山 柊也 (厚沢部中) 9

17 佐藤 耀月 (亀田中)

福原 幸泉 (熊石中) 25

40 杉本  龍 (青柳中)

奥田  陽 (本通中)

男子シングルスＡ

安宅 春善 (日新中)

岩村 楓 (港中) 24

16 神野 倖邑 (北檜山中)

竹本 悠真 (亀田中) 8

1 谷内田 晴 (大中山中)

今野 煌生 (北檜山中)



川口 綾斗

中村  秀 鈴木 遥也

鈴木 道博 青木 陸斗

高橋 洸成 竹橋 拓人

八木橋 孝太 前田 崇登

土井 佑月 福田 栞太

中山 怜 伊藤 琉汰

河原 大和 川村 凛来

桃井 空大 成田 紳太郎

丸山 颯斗 山下 涼太

花田 蓮 長田 零生

田原 由也 川合 大地

三上 流空 石岡 崚和

金曽 栞汰 野原 晋太

野又 克史 髙橋 優月

長尾 武尊 佐藤 巧実

中嶋 唯斗 白﨑 煌士

天谷 隼 野村 柊翔

米澤 岳 中島 昂洋

近藤 静琉 坪内 稜

荒川 涼奈 猪又 陸翔

阿部 英二 阿部 翔真

川口 太陽 佐藤 礼音

柴田 怜士 原田 琉聖

水野 力也 宇枝 拓馬

小川 竜之祐 大國 瑠碧

辻原 叶翔 仲川 昇吾

安田 良歩士

27

15 (亀田中)

(森中) 19

(本通中)
三位決定戦

(巴中) 10

21 (戸倉中)

(戸倉中) 23

5 (北中)

(本通中) 11

(上磯中) 18

4 (巴中)

3 (七飯中)

(青柳中) 24 25

26 (五稜郭中)

(亀田中) 9

14 (亀田中)

(北檜山中) 7

2 (亀田中)

(深堀中) 17

13 (北中)

(亀田中) 8

(上磯中) 22

20 (森中)

男子ダブルスＡ

(上磯中)

(北中) 16

12 (巴中)

(亀田中) 6

1 (青柳中)



出村 来夢 (北中) 65 25

13 吉竹 和真 (亀田中)

濵田 拓海 (亀田中) 57

41 髙橋 廉 (落部中)

田中 翔汰 (旭岡中)

(茂辺地中)

藤巻 進 (巴中) 81

77 工藤 達也 (聾中)

水元 祐太 (野田生中) 56

40 酒井 道 (北中)

小圖子 徹也 (知内中)

73 福井  神 (本通中)

(知内中)

花巻  禅 (茂辺地中) 72

64 岡島 暖樹 (野田生中)

木村 颯汰 (落部中) 24

12 関戸 凌雅 (亀田中)

速水 亮太朗 (青柳中) 55

39 野呂 奏太

(日新中)

御堂 奏楽 (鹿部中) 85

83 工藤 悠晟 (恵山中)

斉藤 真人 (本通中) 54

38 林 奏汰 (旭岡中)

村上 理玖 (亀田中) 23

11 山田 巧大

(青柳中)

三本木 大翔 (北中) 71

63 河村 礼臣 (亀田中)

小泉 伊吹 (砂原中) 22

10 佐藤 来夢 (砂原中)

加藤 悠月 (知内中) 53

37 佐藤 翔太

(臼尻中)

河田 織玖 (北檜山中) 80

76 西澤 聡士 (戸倉中)

渋谷佳右 (五稜郭中) 52

36 江口 康介 (旭岡中)

鎌倉 聡二郎 (戸倉中) 21

9 佐藤 優一郎

(知内中)

秋元 柊 (旭岡中) 20

8 70 坂野 龍之介 (大中山中)

岩田 起頼 (厚沢部中) 62

川﨑 啓志朗 (本通中)

池田 泰陽 (石別中) 51

35 汐谷 夢都

古賀 未来翔 (本通中) 49

33 松本 絵 (石別中)

安岡 昇飛 (知内中) 86 87

88 吉田 龍 (北中)

三浦 健人 (亀田中) 50

34 干場 奏太朗

平田 一聖 (北中) 48

6 玉森 吏矩 (知内中)

五十嵐 大陸 (亀田中)

61 69 佐川 連恩 (深堀中)

安藤  駿 (瀬棚中) 19

7 岩野 大夢 (北中)

小山内 蒼 (旭岡中) 18

31 近藤 拓斗 (落部中)

廣島 千晟 (恵山中) 47

75 中市 碩丞 (椴法華中)

清水 太楼 (砂原中) 79

32 松田  行 (七飯中)

小笠原 拓斗 (石別中) 46

4 島谷 泰輝 (亀田中)

平井 大晴 (落部中) 17

60 坂上 滉汰 (旭岡中)

竹村 柊我 (野田生中) 68

5 白﨑 皓介 (本通中)

佐藤 幸汰 (亀田中) 16

29 三田 憲登 (野田生中)

山﨑 駿介 (青柳中) 45

82 川村 拳生 (厚沢部中)

関口 陽人 (大中山中) 84

30 松浦 稜 (巴中)

馬場 凛太朗 (旭岡中) 44

2 西山 翔太 (知内中)

髙橋 輝 (北中) 15

59 橘  侠吾 (亀田中)

玉井  翔 (本通中) 67

3 吉野 泰世 (北中)

(落部中)

渋谷 啓斗 (戸倉中)

27 吉川蔵真 (旭岡中)

橋場 唯斗 (茂辺地中) 43

74 木田  陽 (青柳中)

木元 清太 (七飯中) 78

28 尾山  嵐 (瀬棚中)

男子シングルスＢ

溝江 永一郎 (深堀中)

26 庄村 優佑 (赤川中)

清水 優斗 (亀田中) 42

1 山下 晧大 (亀田中)

宮下 駿 (知内中) 58 14

66 坂本 閃



島田 柊聖 蒲生 諒成

北村 虎太郎 山﨑 大喜

笹森 大昂 木村  道

高野 大和 松谷 真之介

岡本 来希 若山 善

鶴蒔 風雅 大畑 直輝

相木 謙伸 坂東 龍樹

澤田 徠 吉田 晴海

佐々木 玖琉 木村  琉

髙橋 巧翔 沼田 采士

井口 真綺 木村 篤生

門脇 龍晟 成田 天嵐

河越 新太 菅原 零生

安田 愛永 野村 拓未

滝下  琉 尾形 諒介

中村 元音 余湖 結斗

4 8

(青柳中) (熊石中)

(北中) 15 (亀田中)

3 7

(熊石中) (厚沢部中)

10 12

(戸倉中) (巴中)

(落部中) (戸倉中)

13 14

1 5

(熊石中) (青柳中)

9 11

(上磯中) (砂原中)

2 6

男子ダブルスＢ

(砂原中) (五稜郭中)



51

(深堀中) 19

27 池田 菜奈美 (亀田中)

青山 陽菜 (大中山中) 35

髙島 楓鈴 (瀬棚中)
三位決定戦

(亀田中) 34

8 加藤 優海 (五稜郭中)

中野 葉月 (大野中) 18

39 杉本 瑠菜 (鹿部中)

種藤 由愛 (五稜郭中) 43

9 磯田 琴音 (青柳中)

髙橋 優佳

(五稜郭中) 33

25 矢尾 綾花 (大中山中)

内藤 彩夏 (戸倉中)

45 47 梅田 望花 (遺愛中)

石田 優華 (上磯中) 17

26 大平 双葉 (深堀中)

小向 遥椛

(深堀中) 15

6 関川 愛音 (五稜郭中)

前角 紫温 (北中) 42

38 小野寺 菜月 (白百合中)

大坂 眞織 (恵山中) 16

7 村山 綾花 (巴中)

高橋 紅安

31

23 植野 愛菜 (五稜郭中)

石橋 七望 (深堀中) 48 49

50 林 ももか (亀田中)

斉藤 瑠夏 (森中) 32

24 川村 想来 (森中)

鈴木 知花

13

4 小森 雪羽 (森中)

岡本  蒼 (北檜山中) 41

37 真島菜桜 (旭岡中)

佐々木 遥香 (五稜郭中) 14

5 播磨 あい子 (上磯中)

澤田 侑沙 (瀬棚中)

12

3 46 工藤 聖楓 (恵山中)

岩崎 希音 (七飯中) 44

成田 卯月 (青柳中)

太原 美琴 (巴中) 30

22 池田 茉白 (亀田中)

平田 麻琴 (亀田中)

40

36 鈴木 舞華 (砂原中)

町田 穂香 (恵山中) 11

2 藤田 那泉 (大中山中)

田辺 琉歌 (五稜郭中) 29

21 佐藤 双葉 (深堀中)

新堂 更紗 (青柳中)

女子シングルスＡ

森川 亜麻音 (本通中)

古谷 小梅 (厚沢部中) 28

20 中村 紅杏 (五稜郭中)

齊藤 茉由 (大中山中) 10

1 中村 怜 (亀田中)

今川 沙耶 (亀田中)



平井 咲香

真浦 妃彩 伏見 葉南美

前野 凛奈 大清水 愛夏

伊原 咲憂 野左近 紫織

山下 杏莉 鈴木 美羽

若井 優乙 青山  栞

門田 菜津美 佐々木 結衣

河野 結衣 長田 心音

平田 咲輝 若井 陽花

竹浪 瑠璃 佐々木 陽菜華

佐々木 杏華 葛西 野亜

佐藤 春菜 平野 柚來

福島 心愛 若山一華

尾留川 心 佐々木 盟

佐藤ちあり 稲垣 楓

丸山 絢花 土場 優海

佐藤 彩那 坂下 空

安田 紅羽 齋藤 梨琉

古明地 心優 菊池 柚羽

伊東 夢央 加藤 乃愛

木村 恵麻 小池 瑠梨花

坂本 桜香 藤川 菜凪

松代 萌花 髙橋ももか

長谷川栞奈 小谷 結心

島村 遥菜 村上 瑠依

福田 宇来 西山 優菜

髙橋 和奏 細畑 綾香

小國 蘭々 佐々木 りん

菅原 梨乃 吉田 菜々花

川越 颯姫 横田 美結

落合 美月 大館 ちひろ

菅野 愛華 進藤 花菜

掛村 萌音 新濱 茉央

高野 由衣 木村 空音

古海 莉乃 稲垣 莉亜

松永 莉野 関谷 結子

菊地 優里菜 若松 愛奈

千葉 楓 祐川 あかり

西村 歩華 糸谷 理緒

木島 欄 松宮 蓮夏

一戸 蓮菜 松本 久凜

山本 結愛

(北中)

(大野中)

三位決定戦

41

(上磯中)

(巴中) 24

16 (巴中)

(青柳中)

33 (青柳中)

(深堀中) 29 9

5 (亀田中)

(五稜郭中) 25

17

(五稜郭中)

(五稜郭中) 8

4 32 (厚沢部中)

(亀田中) 28

(本通中)

(旭岡中) 23

15 (深堀中)

(森中) 37

35

(戸倉中) 7

3 (旭岡中)

(北中) 21

13 (森中)

(五稜郭中) 38 39

40 (青柳中)

(大中山中) 22

14

(瀬棚中) 19

34 (亀田中)

(本通中) 36

12 (砂原中)

(厚沢部中) 20

2 (五稜郭中)

(青柳中)

27 31 (巴中)

女子ダブルスＡ

(森中)

10 (七飯中)

(巴中) 18

1 (五稜郭中)

(大中山中) 26 6

30 (青柳中)

(深堀中)

11 (大中山中)



笠谷 陽菜 (亀田中) 62 70 福井 葉月 (知内中)

11 22

一森 はる (深堀中) 相庭 凜花 (旭岡中)

38 54

藤森 望愛 (鹿部中) 刈田 唯菜 (亀田中)

37 53

田中 結來 (旭岡中) 鳥山 かりん (北中)

10 21

植村 友香 (今金中) 岡 凛音愛 (旭岡中)

36 52

宝保 有咲 (上磯中) 金子 なびき (七飯中)

74 78

伊藤 心愛 (森中) 齊藤 瑠菜 (巴中)

35 51

羽澤 妃織 (知内中) 松野 百香 (白百合中)

9 20

山﨑 那月 (恵山中) 松浦 彩夏 (深堀中)

61 69

髙橋 海羽 (茂辺地中) 伊藤 菜々 (瀬棚中)

8 19

道場 叶花 (七飯中) 藤野 日華莉 (落部中)

34 50

石岡 鈴菜 (落部中) 板木 希々華 (野田生中)

80

澤口 心陽 (戸倉中) 82 白山 さくら (今金中)

33 77

餌取 恵来 (青柳中) 平澤 ひなた (青柳中)

7 49

成田 美碧 (臼尻中) 能戸 七榎 (鹿部中)

60

關 彩花 (旭岡中) 68 平野亜弥菜 (大中山中)

(戸倉中)

18

南 乃々香 (亀田中) 67 田中 結奈 (本通中)

32

内海 心羽 (北中) 水流 奈々 (北檜山中)

73 48

関 真奈美 (瀬棚中) 西村 優夢 (旭岡中)

46

佐藤 綾花 (本通中) 83 立石 萌 (日新中)

31 85 84

岸波 梨世 (巴中) 田中 心結 (恵山中)

6 47

佐々木 梨愛 (大中山中) 59 工藤 梓恵乃

45

山屋 莉々 (本通中) 58 大槻 奈央 (戸倉中)

5

相庭樹里 (旭岡中) 66 文 よるみ (巴中)

30 17

瀬戸 怜紗 (大中山中) 矢田 椰実妃 (亀田中)

28 16

熊谷 祐来 (亀田中) 鷲野 茉穂 (今金中)

72 44

宇佐川 桜来 (遺愛中) 鮱名 葉月 (落部中)

29 76

池内 真優 (落部中) 笹森 優希菜 (遺愛中)

27 43

濱本 かりな (鹿部中) 澤代 はな (深堀中)

4 15

江口愛菜 (旭岡中) 57 吉田 優菜 (旭岡中)

65

秋本 優衣 (上磯中) 武藤 結姫 (白百合中)

3 14

川村 優奈 (戸倉中) 宮後 蓮華 (大中山中)

26 42

勝村 花蒼 (巴中) 79 木元 香穂 (鹿部中)

81

宮崎 梓 (深堀中) 水口 月花 (上磯中)

25 41

竹内 愛 (知内中) 唐川 苺子 (石別中)

2 13

坂本 菜々 (恵山中) 富樫 咲月 (旭岡中)

56 64

伊藤 莉子 (今金中) 久代 誠実 (瀬棚中)

(今金中)

工藤 爽葉 (青柳中) 有本 百伽 (亀田中)

24 40

上田 木玲 (石別中) 宮上 真奈 (本通中)

71 75

稲葉 愛理 (白百合中) 松村 美里 (北中)

女子シングルスＢ

小山内 心菜 (旭岡中) 冨森 音葉 (知内中)

23 39

荒関 ことね (鹿部中) 大坂  葵 (恵山中)

1 12

村上 優月 (落部中) 55 63 八木 倖穂



山内 さとり

板川 美咲 小林 侑那

奥本 杏奈 木村 萌心

橋達 未來 水島 星叶

能登谷 颯月 向平 結

大地 めぐみ 藤﨑 里悠

林 ゆず 小山内 優花

菊池 茉心 久保 瑛里奈

北村 心咲 髙橋 唯愛

野呂 美采 栁瀬  凜

堀川 志穂 佐藤 倖乃

堀井 香里奈 金崎 葵

宮﨑 心彩 川村 珠菜

渡辺 寧々花 濵山 莉音

宮本 萌生 桜庭 里緒

穴田 美結 西川 ひかる

大倉 梨央奈 野登谷 美有

品川 さくら 白﨑 琉華

山口 稟乙 中島 夏奈子

橘  未桜 丸山 楓花

志村 珠寧 鈴木 来夢

竹原 彩菜 高崎 夏羽

山田 彩葉 平田 理乃

小倉 真奈 野村 里菜

宮田 苺花 芹田 來奈

北見 永羽 本間 心美

小笠原 実胡 北本 夏音

荒木 麻緒 石井 美尋

本間 すみれ 田中 百恵

青山  遥 遠田 美羽

和田 瑞羽 寺田 瑛香

圓子 麗愛

(青柳中) 15

(北中)

6 (戸倉中)

(亀田中) 14

19 (巴中)

(巴中) 23

7 (亀田中)

(巴中) 22

5 (亀田中)

(五稜郭中) 13

25 (上磯中)

(熊石中) 27

(亀田中) 12

18 (青柳中)

3 (巴中)

(亀田中) 11

(厚沢部中)

(今金中) 28 29

4 30 (五稜郭中)

(本通中) 26

2 (青柳中)

(北中) 10

17 (亀田中)

(五稜郭中) 21

(戸倉中) 9

24 (大中山中)

女子ダブルスＢ

(熊石中)

(巴中) 8

16 (五稜郭中)

(熊石中) 20

1 (亀田中)


