
 

 

 

 



競　技　役　員　（少年の部）

ディレクター 齋藤　正志

ｱｼｽﾀﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 木幡　修三

レフェリー 佐藤　直樹

ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ 梅宮　康弘 千葉　信夫

コートレフェリー 朝倉　昭博 鈴木　　仁 吉田　秀一 西村　修一 小濱　聖司

長谷部　博 今泉　敏幸 安齋栄理子 川口　竜也 花里　昌昭

菅野　宏恵 中澤　　仁 小川　将広

進行係 　 星　　浩貴 穴澤　正彦 篠田　有希 中島　　　勝 八巻　　章

加藤　　明 菅家　洋平

記録・報道係 高谷　喜彦 齋藤　修平 鈴木麻友美 小向　哲志 横田　美緒

総務係 棚木　武彦 二瓶　竹喜 稲本　恵美 油座　智美

救護係 羽田　裕子

補助員 会津、相双地区各高校テニス部員

競　技　日　程

７月　８日（金） １５：１５～　　　　　開 会 式

１５：４５～　　　　　監督会議

７月　９日（土） 　７：４５～８：４５　公式練習

　８：００～８：３０　受　　　付

　９：００～　　　　　競技開始

７月１０日（日） 　７：４５～８：４５　公式練習

　８：００～８：３０　受　　　付

　９：００～　　　　　競技開始

７月１１日（月） 　７：５０～８：１０　受　　　付

　８：００～８：３０　公式練習

　８：４５～　　　　　競技開始

競技終了後 　　閉 会 式

（新潟遠征の選手選考試合を実施）

（男子Ⅰ部はＳ２Ｒの後、Ｄ３Ｒ。女子Ⅰ部と男女Ⅱ部はＳ１Ｒの後、Ｄ２Ｒまで行う。）

（全種目ともシングルスQF、ダブルスSＦまで行う）

（新潟遠征の選手選考試合を実施）

（シングルス、ダブルスともに決勝まで行う。また、３位決定戦を行う。）



監  督  会  議（少年の部） 
                                平成２３年７月８日（金）１５時４５分～ （ 開会式終了後 ）  

1,2コートスタンドにて 
 【協 議】 
１． 選手の欠場と登録選手の変更について 
２． ミスプリントの訂正について 
３．競技規定について・・・「JTAテニスルールブック2011」の定めに準ずる。 
４．競技日程について 
５．雨天時の競技について 
６．競技方法について 
① 試合方法について 
１タイブレークセットマッチとする。ただし、Ⅰ部の準決勝・決勝・３位決定戦は８ゲームプロセットと

する。 
② 試合前のコートでのウォームアップは、サービス４本のみとする。 
③ シングルスについては、両校からボールパーソンを１名ずつ出し、試合進行に協力する。 
④ 審判・進行について 

  ・ 審判は原則として敗者が行う。 
    ・ 初日、２日目の第１試合と準決勝・決勝・３位決定戦は本部で割り当てる。   

・ 主審は規則に従って、大きな声でコール・アナウンスすること。 
・ 副審は、サービスのエンドライン及び自分のいる側のサイドラインのみを担当すること。 

大きな声でコールし、補助動作としてハンドシグナルをすること。また、１ゲームごとに 
スコアボードの表示を変更する 

７．試合進行と選手の役割は次の通りとする。 
① 試合の予告(コール)は「オーダーオブプレイ」で示す。 
② 試合の予告をされたら両方とも本部に集合し、番号の小さい方が審判用紙を受け取り、番号の大きい方

はボールを受け取る。そして、いつでも試合の出来る準備をして、指定されたコートの側で待機する。 
③ 前の試合が終了したら、試合の出来る服装(ウェア)でコートに入り、直ちに試合を開始する。 
④ 審判は、試合終了後、勝者に審判用紙とボールを渡す。 
⑤ 勝者は、審判から審判用紙とボールを受け取り、直ちに本部に報告する。 
⑥ 敗者は、そのままコートに残り、次の試合の選手から審判用紙とボールを受け取り、審判をする。その

際、審判用紙に必ず、審判の学校名と氏名を記入する。 
９．服装について 
 ① 全国高等学校体育連盟テニス専門部規定のテニスウェアとする。ただし、今回の大会に限り、ウォーム

アップの着用を認める。 
 ② 全国高等学校体育連盟テニス専門部規定の校名票をつける。ダブルスの場合はペアの一方がつけていれ

ばよい。 
10. 「JTAテニスルールブック」のトーナメント諸規則に準拠した「ポイントペナルティー制」を重視する。 
① 疲労やけいれんでの試合の中断は認めない。他人の助けを受けた場合失格となる。 
② 試合は速やかに行う。(ポイント間２０秒ルール・エンドの交代時は９０秒ルール) 
③ 前の試合が終了後、１５分経過しても指定のコートに入らない場合は失格とする。 

11. 最終試合の開始は１８時００分とするが、天候その他の事情で変更することもある。 
12. 新潟遠征の選手選考試合について 
13. ゴミは持ち帰りとし、コート周辺には放置しない。 
14. 荒天でも監督は会場に８時３０分までに集合する。 
 

       連絡先 大会ディレクター 齋藤 正志 携帯 ０９０－２８４６－４２５５ 
          大会レフェリー  佐藤 直樹 携帯 ０９０－３７５７－７２２６ 

 



３位決定戦

少年男子Ⅰ部シングルス

1 原　田　　　駿 (福島東) 35 梅　宮　和　真 (福島東)

2 山　崎　颯　太 (白河) 36 鈴　木　智　仁 (磐城)

3 猪　狩　裕　太 (磐城) 37 阿久津　亮　佑 (田島)

4 木　村 　 　瞭 (若松商) 38 鈴　木　　　涼 (福島商)

5 関　　　龍之介 (安積黎明) 39 金　澤　　　亘 (白河)

6 佐　藤　哲　也 (会津) 40 蛭　田　泰　弘 (福島高専)

7 渡　邉　大　輝 (郡山) 41 有　馬　明　寛 (須賀川桐陽)

8 山　田　雄　大 (橘) 42 立　花　史　也 (福島成蹊)

9 高　木　龍　童 (湯本) 43 宍　戸　優　貴 (相馬)

10 小　野　敬　義 (磐城) 44 皆　川　英　之 (会津)

11 鈴　木　　　寛 (坂下) 45 高　橋　　　翼 (福島工)

12 橋　本　亮　平 (学法福島) 46 吉　田　達　也 (田村)

13 鈴　木　大　貴 (安積) 47 志　賀　滉　平 (平工)

14 横　田　惇　弥 (福島) 48 矢　部　宏　瑛 (須賀川桐陽)

15 木　田　拓　弥 (勿来工) 49 平　野　　　賢 (福島南)

16 佐　藤　　　遼 (長沼) 50 平　野　啓　伍 (郡山)

17 田　村　直　賢 (原町) 51 山　中　　　怜 (いわき秀英)

18 宇佐見　仁　彬 (聖光学院) 52 阿　部　朋　秀 (長沼)

19 吉　田　慶　太 (須賀川桐陽) 53 山　本　　　拓 (会津)

20 佐々木　康　平 (いわき光洋) 54 野　内　　　涼 (日大東北)

21 石　津  衛　一 (若松商) 55 幕　田　祐　輝 (福島工)

22 鈴　木　雄　太 (福島東) 56 菅　野　　　航 (聖光学院)

23 小　野　寛　幸 (平工) 57 長谷川　永　刀 (須賀川桐陽)

24 大河原　瑞　月 (福島工) 58 本　名　亮　祐 (会津工)

25 渡　辺　 　　翼 (郡山北工) 59 國　井　拓　真 (磐城)

26 中　村　友　彦 (福島東) 60 日下部　貴　士 (若松商)

27 齋　藤　大　輝 (日大東北) 61 小　松　慎　也 (平工)

28 高　木　　　駿 (いわき総合) 62 鈴　木　彬　人 (福島東)

29 山　内　　　直 (郡山) 63 星　　　涼　平 (日大東北)

30 鈴　木　涼　太 (聖光学院) 64 太　田　芳　希 (相馬東)

31 鈴　木　康　平 (須賀川桐陽) 65 村　井　健　矩 (福島東)

32 渡　邉　陽　太 (磐城) 66 武　田　隆太郎 (郡山)

33 渡　部　涼　介 (田島) 67 渡　邉　　　健 (福島成蹊)

34 伏　見　直　樹 (原町) 68 野　﨑　泰　資 (磐城)



梅　宮　和　真 山　中　　　怜

原　田　　　駿 山　崎　洋　輝

桑　澤　拓　也 香　野　大　樹

水野谷　圭　太 佐　藤　克　哉

上　妻　隆　平 遠　藤　公　大

小　笠　翔　平 金　澤　雅　紀

佐　藤　雄　輔 清　野　晃　嗣

菊　地　健　太 菅　野　　　優

寺　島　祐　輝 相　馬　佑　樹

平　野　　　賢 田　中　　　理

阿久津　亮　佑 渡　辺　 　　翼

小　生　圭　太 増　子　 　　凌

峯　岸　裕　太 鈴　木　　　寛

野　内　　　涼 佐　藤　綾　真

高　木　龍　童 矢　部　宏　瑛

松　﨑　克　佳 有　馬　明　寛

菅　野　　　航 武　田　直　樹

佐　藤　省　吾 本　望　学　布

金　子　紀　之 (須賀川) 石　津  衛　一

佐々木　　　任 (岩瀬農) 木　村 　 　瞭

村　井　健　矩 斎　藤　郁　也

渡　邉　　　洸 佐　藤　直　哉

蛭　田　泰　弘 設　樂　雄　大

岡　田　　　敦 武　田　隆太郎

日下部　貴　士 國　井　拓　真

佐　藤　健　人 渡　邉　陽　太

阿　部　朋　秀 鈴　木　彬　人

山　寺　正　俊 中　村　友　彦

七　海　祐　命 山　崎　颯　太

五十嵐　達　也 金　澤　　　亘

渡　部　涼　介 木　田　拓　弥

佐　藤　翔　弥 齋　藤　大　志

大河原　瑞　月 平　山　亮　太

佐　藤　裕　生 木　村　瑛　冶

関　　　龍之介 平　野　啓　伍

和　田　勝　磨 渡　邉　大　輝

太　田　芳　希 鈴　木　智　仁

渡　辺　雄　太 佐　藤　隆　之

見　城　　　航 皆　川　英　之

鈴　木　雄　太 佐　藤　哲　也

山　本　　　拓 鈴　木　大　貴 (安積)

栗　田　敬　正 渡　邉　拓　美 (田村)

吉　田　慶　太 橋　本　亮　平

安　食　俊　汰 菅　野　竜　也

佐々木　康　平 小　野　寛　幸

山　﨑　直　人 小　松　慎　也

大河原　悠　真 鎌　田  慶司郎

佐久間　洸　成 八　巻　恭　平

横　田　惇　弥 真　船　孝　訓

本　田　雄　大 真　船　　　亮

野　﨑　泰　資 田　村　直　賢

小　野　敬　義 伏　見　直　樹

３位決定戦

27 (いわき秀英)

少年男子Ⅰ部ダブルス

29 (白河)

31 (磐城)

33 (坂下)

1 (福島東)

28 (橘)2 (石川)

3 (いわき総合)

30 (福島東)4 (相馬東)

5 (福島南)

32 (郡山北工)6 (田島)

7 (日大東北)

34 (須賀川桐陽)8 (湯本)

35 (福島)9 (聖光学院)

36 (若松商)10

37 (福島工)11 (福島東)

38 (郡山)12 (福島高専)

39 (磐城)13 (若松商)

40 (福島東)14 (長沼)

41 (白河)15 (福島高専)

42 (勿来工)16 (田島)

43 (会津工)17 (福島工)

44 (郡山)18 (安積黎明)

45 (磐城)19 (相馬東)

46 (会津)20 (福島東)

4721 (会津)

48 (学法福島)22 (須賀川桐陽)

49 (平工)23 (いわき光洋)

50 (橘)24 (安積黎明)

51 (白河)25 (福島)

52 (原町)26 (磐城)



３位決定戦

52 濵　村　圭　希 (日大東北)26 割　谷　ちひろ (磐城)

51 吉　田　瑞　季 (橘)25 荒　川　　　愛 (若松商)

50 清　信　絵里佳 (平商)24 宍　戸　香　奈 (福島成蹊)

49 渡　辺  奈緒子 (橘)23 渡　部　有　紀 (川口)

48 相　樂　新　菜 (日大東北)22 鈴　木　詩　乃 (湯本)

47 磯　目　恵　里 (坂下)21 天　野　百美香 (福島東)

46 助　川　成　実 (湯本)20 吉　田　なつみ (小野)

45 北　條　　　愛 (会津)19 荒　木　珠　美 (相馬)

44 渡　部　美　奈 (田村)18 菅　野　　　澪 (福島南)

43 齋　藤　美　友 (福島成蹊)17 諸　根　亜理沙 (日大東北)

42 金　子　奈　々 (日大東北)16 渡　部　有　美 (坂下)

41 澁　谷　　　晶 (福島南)15 榊　原　芽　依 (郡山)

40 鈴　木　梨　沙 (磐城)14 野　村　芽　以 (磐城)

39 矢　吹　捺　美 (福島東)13 鈴　木　　　唯 (磐城桜が丘)

38 大　内　志緒里 (いわき光洋)12 斎　藤　莉　奈 (福島南)

37 宇佐見　東　沙 (相馬東)11 横　田　裕　子 (川口)

36 根　本　未　来 (葵)10 塚　目　さやか (須賀川)

35 関　　　里緒菜 (福島成蹊)9 根　本　佳　奈 (磐城)

34 矢　内　瑞　紀 (日大東北)8 赤  間　　　澪 (福島北)

33 佐久間　真　琴 (福島商)7 辻　　　早  紀 (坂下)

32 小　林　祐　子 (葵)6 佐　藤　瑞　穂 (相馬)

31 菅　橋　祐　美 (いわき光洋)5 丹　治　みのり (福島南)

30 関　根　　　希 (須賀川桐陽)4 熊　田　友　紀 (須賀川)

29 濱　野　那　央 (郡山)3 渋　井　千奈美 (平商)

28 伊　藤　真理奈 (福島東)2 志  鎌  優  育 (福島北)

27 近　江　未　歩 (磐城桜が丘)

少年女子Ⅰ部シングルス

1 橘　　　梨　子 (日大東北)



橘　　　梨　子 近　江　未　歩

八　島　ちひろ 鈴　木　　　唯

丹　治　みのり 北　條　　　愛

安　齋　友　香 遠　藤　里　恵

渋　井　千奈美 遠　藤　　　茜

石　見　愛理奈 富　塚　めぐみ

遠　藤　佑　理 佐久間　真　琴

鈴　木　菜　央 村　松　杏　樹

安　齋  深　咲 根　本　久美子

安　齋  理　菜 鷲　尾　未紗希

村　田　　　恵 辻　　　早  紀

仁　平　厚　紀 磯　目　恵　里

助　川　成　実 永　澤　菜月音

鈴　木　詩　乃 後　藤　真　季

天　野　百美香 長　嶋　里　音

引　地　初　奈 西　　　祐　美

渡　部　有　紀 (川口) 矢　吹　捺　美

白　井　夏　海 (会津学鳳) 伊　藤　真理奈

菅　橋　祐　美 野　村　芽　以

大　内　志緒里 根　本　佳　奈

佐  藤  果  奈 荒　川　　　愛

志  鎌  優  育 田　﨑　　　葵

小　林　祐　子 塚　目　さやか

根　本　未　来 熊　田　友　紀

諸　根　亜理沙 齋　藤　美　友

相　樂　新　菜 関　　　里緒菜

荒　木　珠　美 遠　藤　里花子

佐　藤　瑞　穂 清　信　絵里佳

赤  間　　　澪 渡　辺  奈緒子

齋  藤  由  芽 赤　城　佳　奈

堀　井  春　香 横　田　裕　子

芳　賀  美　咲 三　井　紫央里

熊　谷　あさか 鈴　木　麻　友

村　上　千　佳 吉　田　瑞　季

割　谷　ちひろ 濵　村　圭　希

鈴　木　梨　沙 矢　内　瑞　紀

３位決定戦

少年女子Ⅰ部ダブルス

1 (日大東北) 19 (磐城桜が丘)

2 (福島南) 20 (会津)

3 (平商) 21 (小野)

4 (会津) 22 (福島商)

5 (橘) 23 (白河実)

6 (田村) 24 (坂下)

7 (湯本) 25 (須賀川)

8 (福島東) 26 (平商)

9 27 (福島東)

10 (いわき光洋) 28 (磐城)

11 (福島北) 29 (若松商)

12 (葵) 30 (須賀川)

13 (日大東北) 31 (福島成蹊)

14 (相馬) 32 (平商)

15 (福島北) 33 (橘)

16 (若松商) 34 (川口)

17 (郡山) 35 (橘)

18 (磐城) 36 (日大東北)



31 持　立　　　快 (相馬)

少年男子Ⅱ部シングルス

17 佐　藤　　　航 (郡山)

18小豆畑　　　希 (石川)

1 吉　野　正　人 (磐城)

木　村　翔之介 (勿来)

3 野　内　和　真 (清陵情報) 19 中　村　政　志 (坂下)

2

20 関　根　　　響 (湯本)4 山　口　雄　也 (田島)

21 久　下　裕　貴 (須賀川桐陽)5 緑　川　聖　也 (いわき光洋)

22 根　本　勇　河 (勿来工)6 瀧　口　健　太 (郡山北工)

7 桑　名　遥　輝 (原町) 23 菊　地　海　斗 (会津工)

8 横　原　明日基 (福島)

9 高　木　健　志 (福島高専) 24 関　口　　晟 (須賀川)

10 内　山　隻　彰 (長沼) 25 江　尻　知　紀 (磐城農)

11 湯　田　直　樹 (坂下) 26 吉　澤　亮　介 (会津学鳳)

12 小　野　靖　明 (平商) 27 佐　藤　拓　也 (磐城)

13 豊　島　雄　輝 (川口) 28 浦　野　裕　大 (福島南)

14 小　川　広　太 (安積黎明) 29 高　木　英　太 (平工)

(いわき秀英)15 波多野　幸　平

３位決定戦

少年女子Ⅱ部シングルス

1 寺　澤　恵里香 (磐城桜が丘) 14 柳　沢　芽　水 (福島)

2 小　野　寛　円 (安積) 15 柳　内　香　澄 (いわき秀英)

3 佐　藤　沙耶香 (坂下) 16 長谷川　　　綾 (坂下)

4 孫　田　美　希 (いわき総合) 17 中　島　美　穂 (磐城農)

5 宍　戸　真　穂 (福島東) 18 古　田　夏　子 (葵)

6 長谷川　瑞　希 (勿来) 19 添　田　有紗花 (須賀川)

7 半　谷　佳奈子 (小野) 20 永　峯　優女華 (若松商)

8 大　平　咲　希 (磐城) 21 長　嶋　夏　愛 (平商)

9 菊　地　真　美 (川口) 22 岩　崎　恭　子 (相馬)

10 鹿　内　悠　花 (郡山) 23 渡　邉　真　美 (湯本)

11 藤  浪　亜  衣 (平工) 24 加　藤　彩　花 (福島北)

12 佐　藤　真　衣 (福島北) 25 中　村　海　空 (安積)

13 渡　部　晴　香 (会津学鳳) 26 矢　内　ら　ん (磐城桜が丘)

３位決定戦

30 河　野　智　樹 (白河)

16 紺　野　晏　利 (福島東)



平　島　いすゞ 石　川　拓　哉

高　木　　　航 村　上　卓　也

遠　藤　　　駿 豊　島　雄　輝

菅　野　裕　也 渡　部　輝　石

橋　本　翔　輝 須　田　亮　平

山　野　　　拓 佐　藤　　　匠

根　本　勇　河 中　山　裕　介

箱　﨑　　　允 松　本　悠　希

折　笠　　　航 渡　辺　雅　人

十文字　幸　介 油　井　孝　仁

熊　坂　知　也 箱　﨑　　　潤

唯　木　　　翔 木　村　元　哉

広　野　公　司 加　藤　　　匠

渡　部　　　健 佐　藤　颯　希

橘　　　享　吾 阿　部　庸　一

鴫　原　希　実 古　川　尚　吾

瀬　藤　兼　太 菅　谷　英　凌

貴　俵　直　也 鈴　木　　　宰

波多野　幸　平 木　村　瑠　威

大　脇　錬　矢 渡　辺　美喜郎

佐々木　　　瞭 長　沢　翔　太

佐　藤　有　我 大  場　孝  佑

河　野　智　樹 吉　田　直　樹

鈴　木　崇　之 吉　田　郁　哉

渡　部　高　史 秋　葉　徹　郎

今　野　翔　太 津　田　涼　太

高　橋　樹　弥 山　口　健太郎

長　南　彩　斗 佐　藤　椎　太

草　野　　　巽 椎　名　尚　貴

武　口　隆太郎 松　本　侑　悟

渡　部　聖　生 本　名　慶　多

小　針　勇　騎 藤　田　純　平

江　尻　知　紀 (磐城農) 桑　原　勇　人

木　村　翔之介 (勿来) 矢　吹　勇　利

片　平　祥　平 小　湊　浩　仁

山　岸　　　俊 鈴　木　謙　斗

馬　目　直　也 高　木　健　志

藁　谷　昴　輝 渡　部　　　瞬

横　田　崇　玄 菅　野　颯　人

石　井　健　一 佐　藤　鉄　馬

東　　　佑　史 赤　星　広　大

國　島　直　人 遠　藤　　　拳

山　浦　友　暉 久　下　裕　貴

根　本　祐　介 佐　藤　　　湧

佐　藤　礼　旺 菊　地　海　斗 (会津工)

高　橋　　　潤 野　内　和　真 (清陵情報)

佐　藤　　　歩 小　針　道　陽

五十嵐　　　聡 佐　藤　拓　馬

郡　司　　　亘 武　井　悠　太

宮　川　直　晃 大　平　裕　哉

渡　邊　　　匠 渡　邊　翔　太

曽根原　正　樹 丹　治　久　敏

荒　木　雄　大 熊　倉　弘　樹

下　川　悠　汰 市　川　竣　也

伊　藤　健　翔 今　　　佑　斗

富　山　　　蓮 設　樂　　　翼

緑　川　聖　也 横　原　明日基

佐　藤　直　人 佐　藤　　　匠

３位決定戦

少年男子Ⅱ部ダブルス

1 (磐城桜が丘) 30 (日大東北)

2 (福島工) 31 (川口)

3 (安積黎明) 32 (二本松工)

4 (勿来工) 33 (田村)

5 (安積) 34 (福島東)

6 (福島成蹊) 35 (いわき総合)

7 (田島) 36 (学法福島)

8 (学法福島) 37 (平商)

9 (岩瀬農) 38 (会津)

10 (いわき秀英) 39 (日大東北)

11 (葵) 40 (橘)

12 (白河) 41 (磐城桜が丘)

13 (若松商) 42 (福島商)

14 (福島北) 43 (郡山)

15 (相馬) 44 (福島成蹊)

16 (須賀川) 45 (若松商)

17 46 (福島工)

18 (聖光学院) 47 (石川)

19 (平工) 48 (福島高専)

20 (田村) 49 (聖光学院)

21 (福島南) 50 (会津学鳳)

22 (会津) 51 (須賀川桐陽)

23 (二本松工) 52

24 (葵) 53 (郡山北工)

25 (福島商) 54 (湯本)

26 (安積) 55 (福島北)

27 (橘) 56 (いわき総合)

28 (長沼) 57 (岩瀬農)

29 (福島)(いわき光洋) 58



柳　沢　芽　水 大　平　咲　希

山　田　早紀子 直　井　佳　音

星　　　未　来 星　　　　　歩

星　　　英里奈 細　川　友璃杏

藤  浪　亜  衣 (平工) 大　竹　里　菜

柳　内　香　澄 (いわき秀英) 星　　　冴　芳

菊　地　真　美 菅　野　千　明

小　川　萌衣子 阿　部　紗良沙

中　畑　那　奈 湯　田　はなえ

松　﨑  悠　花 村　山　果菜子

長　嶋　夏　愛 佐　藤　優　花

草　野　　　歩 中　澤　　　葵

南　條　遥　香 藤　井　美　里

西　牧　采　香 古　川　沙　奈

冨　田　あかり 北　越　綾　香

鈴　木　みくり 佐　藤　優　香

孫　田　美　希 長谷川　瑞　希

竹　永　仁　美 小　野　　　栞

佐　藤　絵莉香 髙　橋　志　織

佐　藤　明日香 橋　本　かれん

渡　部　晴　香 古　田　夏　子

高　橋　茉　由 笠　井　みさき

加　藤　加　奈 高　橋　真　由

高　橋　　　悠 小　林　奈　美

鹿　内　悠　花 渡　部　ゆりな

ミール　彩　花 宮　澤　知　里

永　峯　優女華 添　田　有紗花

猪　俣　良　子 折　笠　加　菜

少年女子Ⅱ部ダブルス

1 (福島) 15

3 17 (田島)

(磐城)

2 (田島) 16 (橘)

4 (川口) 18 (福島東)

5 (橘) 19 (会津)

6 (平商) 20 (湯本)

7 (須賀川桐陽) 21 (須賀川桐陽)

8 (福島成蹊) 22 (福島南)

9 (いわき総合) 23 (勿来)

10 (福島商) 24 (福島成蹊)

11 (会津学鳳) 25 (葵)

12 (福島南) 26 (福島商)

13 (郡山) 27 (会津)

14 (若松商) 28 (須賀川)

３位決定戦


