
3

佐　藤　脩　平 （会津工）

13

35

5 （相馬）

（須賀川桐陽）

9 角　掛　未　来

久保田　雅　樹

39 鈴　木　雅　人金　子　聖　人

Ⅰ部男子シングルス

皆　川　智　史 （日大東北）

（福島東）

湯　口　大　蔵

（磐城）

2 木　村　拓　矢 （学法福島） 36 須　藤　　　諒 （安積）

松　本　拓　馬1

（原町）

4 渡　辺　友　也 （須賀川桐陽） 38 高　橋　和　也 （福島東）

岡　崎　貴　啓 （福島高専） 37

（郡山北工）

6 蜂　谷　健太郎 （磐城） 40 佐　藤　正　樹 （聖光学院）

優勝

41 （日大東北）

8 茂　木　奨　平 （会津工） 42 樋　口　　　颯 （勿来工）

7 森　内　祐　貴

43 松　本　耕太郎 （会津）

10 猪　狩　和　希 （平商） 44 瓦　吹　拓　人 （福島東）

45 酒  井　和  希 （川口）

12 石　井　　　翔 （郡山） 46 滝　沢　俊　貴 （平商）

11

佐　藤　洸　希 （福島東） 47 丹　治　永　哲 （安積）

14 永　井　一　輝 （郡山） 48 平　田　智　一 （会津）

15 八　巻　智　和 （福島北） 49 畠　山　卓　巳 （福島成蹊）

16 日　塔　真　裕 （安積黎明） 50 樽　川　　　剛 （須賀川）

17 山　川　飛　翔 （平工） 51 割　谷　達　裕 （磐城）

18 川　嶋　航　輝 （磐城） 52 遠　藤　悠　太 （いわき秀英）

19 藤　田　　　徹 （白河実） 53 中　鉢　智　哉 （学法福島）

20 佐　藤　敦　史 （福島東） 54 小　玉　智　也 （日大東北）

21 安　藤　慶　彦 （安積） 55 須　貝　尚　也 （会津工）

22 玉　手　光　次 （福島東） 56 鈴　木　喬　也 （福島高専）

23 木　下　恵　太 （磐城） 57 小　山　和　輝 （福島東）

24 岩　田　拓　深 （会津工） 58 名古谷　俊　輔 （須賀川桐陽）

25 田　村　大　生 （白河） 59 田　村　融　佑 （相馬東）

26 渡　邊　大　貴 （いわき秀英） 60 箱　崎　　　翔 （平工）

27 菅　野　智　也 （学法福島） 61 高　橋　佑　輔 （安積黎明）

28 佐佐木　　　光 （郡山） 62 小　野　友　也 （福島成蹊）

29 藤　田　真　粹 （会津） 63 小　生　健　斗 （田島）

30 渋　谷　幸　正 （須賀川桐陽） 64 長　田　充　弘 （須賀川桐陽）

（湯本）

31 濱　名　航　輔 （相馬東） 65 室　井　亜　里 （田島）

67

小　川　雄　大

32 菊　地　　　優 （会津工） 66 蛭　田　祐　規

（福島東）

五十嵐　　　優 （郡山）

34 篠　原　拓　磨 （勿来工） 68

33 齋　藤　友　貴 （福島工）



割　谷　達　裕 遠　藤　悠　太
川　嶋　航　輝 渡　邊　大　貴

松　井　彬　夢 鈴　木　瑛　祐
佐々木　良　輔 鈴　木　太　郎

鈴　木　健　太 渡　辺　和　輝
車　田　友　希 金　田　翔　也

猪　狩　和　希 蜂　谷　健太郎
滝　沢　俊　貴 木　下　恵　太

岸　　　明　弘 小　玉　智　也
小　関　英　輝 湯　口　大　蔵

佐　藤　正　樹 猪　俣　圭　吾
佐　藤　勇　也 小　山　侑　也

田　村　大　生 玉　手　光　次
白　井　悠太郎 佐　藤　洸　希

鈴　木　喬　也 渋　谷　幸　正
斑　目　柊　哉 渡　辺　友　也

五十嵐　　　優 松　本　耕太郎
坂　田　雄　大 平　田　智　一

小　野　友　也 濱　名　航　輔 （相馬東）
畠　山　卓　巳 久保田　雅　樹 （原町）

栗　原　弘　樹 菅　野　俊太郎
幕　田　尚　哉 永　松　智　弘

茂　木　奨　平 熊　田　直　樹
コルニア　ギディオン 深　谷　亮　太

石　井　　　翔 山　川　飛　翔
石　井　　　悠 箱　崎　　　翔

松　本　拓　馬 瓦　吹　拓　人
鈴　木　健　生 角　掛　未　来

吉　村　　　哲 根　本　克　彦
高　橋　佑　輔 須　藤　　　諒

菅　野　智　也 荒　　　直　希
中　鉢　智　哉 坂　口　翔　太

森　内　祐　貴 野　口　貴　史
長　田　充　弘 佐　藤　海　理

菊　地　　　優 永　井　一　輝
佐　藤　脩　平 佐佐木　　　光

金　子　聖　人 岩　田　拓　深
荒　　　隼　平 須　貝　尚　也

小　山　和　輝 菊　池　優　太
高　橋　和　也 上遠野　　　渉

高　田　涼　太 本　田　優　斗
滑　川　宙　也 富　永　雄　斗

小　原　佑　太 赤　城　凜太朗
長　沼　朋　弥 末　永　壮　大

安　藤　慶　彦 小　生　健　斗
丹　治　永　哲 室　井　亜　里

木　村　拓　矢 比　佐　一　愛
坂　本　将　貴 久　野　智　裕

藤　田　　　徹 増　子　和　磨
西　野　　　綾 菊　田　尚　樹

篠　原　拓　磨 皆　川　智　史
夏　井　大　誠 吉　田　航　介

Ⅰ部男子ダブルス

（日大東北）

（福島東）

26 （勿来工） 52

25 （白河実） 51

（田島）

24 （学法福島） 50 （勿来工）

（福島成蹊）

23 （安積） 49

（清陵情報）

22 （葵） 48

21 （平工） 47

（会津工）

20 （福島東） 46 （勿来工）

（郡山）

19 （相馬） 45

（いわき光洋）

18 （会津工） 44

17 （須賀川桐陽） 43

（安積）

16 （学法福島） 42 （相馬東）

（福島東）

15 （安積黎明） 41

（平工）

14 （磐城） 40

13 （郡山）

（福島成蹊）

12 （会津工） 38 （白河実）

11 （学法福島） 37

（福島成蹊） 36

9 （郡山） 35

39

8 （福島高専） 34 （須賀川桐陽）

（会津学鳳）

7 （白河）

（会津）

10

33

（日大東北）

6 （聖光学院） 32

5 （会津） 31

（福島東）

4 （平商） 30 （磐城）優勝

3 （須賀川桐陽） 29 （橘）

（いわき秀英）

2 （福島成蹊） 28

1 （磐城） 27

（須賀川）



加　藤　野乃子

菊　地　彩　花

佐　藤　千　尋

優勝菊　地　麗　美

遠　藤　聖　安

平　野　希実子

内　山　瑞　紀

大　島　花　月

佐　藤　千　夏

髙　木　　　海

小野寺　　　唯

村　岡　実　果

阿　部　里　奈

山　口　晴　奈

吉　田　　　萌

齋　須　彩　夏

髙　田　愛　理

矢　島　　　葉

金　成　裕　子

善　方　千　帆

青　山　理　央

25 （湯本） 51

（いわき光洋） 48

（福島）山　岸　未　來

23 （原町） 49

白　土　仁　望

（相馬東）

24 （ザベリオ） 50

26 （日大東北） 52 （日大東北）邊　見　文　香野　内　茉梨乃

（ザベリオ）

相　川　美　里 橋　浦　ま　い

古　川　久　美吉　田　幸　布

21 （若松商） 47 （福島東）

22 （福島高専）蛭　田　愛　未

眞　野　美　夢 豊　島　紗　月

19 （郡山） 45 （いわき光洋）

20 （福島東） 46 （若松商）

武　田　理　沙 谷　口　愛　梨

新　田　知　世

17 （会津） 43 （若松商）

18 （福島東） 44 （須賀川）小板橋　千　里

福　島　里　菜

菅　野　真里奈

有　田　真　捺

15 （福島北） 41

佐　藤　ゆ　う

（郡女大附）

16 （須賀川桐陽） 42 （福島北）

佐　藤　優　衣

沼　田　明　里

13 （いわき光洋） 39 （日大東北）

14 （いわき光洋） 40 （磐城）櫛　田　なゆた

11 （須賀川） 37 （若松商）

12 （若松商） 38 （いわき光洋）高　橋　奈　々

（橘）

鈴　木　夏　芽

9 （会津） 35 （日大東北）

7 （いわき光洋） 33 （郡山）

6 （会津学鳳） 32 （福島南）

10 （福島南） 36 （平工）松　﨑　有　香

鈴　木　夢　実

（葵）

4 （相馬） 30 （相馬）

5 （橘） 31 （いわき光洋）

佐々木　理　子

8 （磐城） 34

Ⅰ部女子シングルス

1 （日大東北） 27

3 （いわき総合） 29

（桜の聖母）

2 （福島） 28 （磐城）

菅　野　詩　乃

猪　　　彩　奈

伊　藤　萌　夏

遊　佐　裕　乃



伊　藤　萌　夏 野　内　茉梨乃
邊　見　文　香 伊勢野　みづき

鈴　木　理　沙 安　齋　南　美
須　山　莉　央 淺　間　理　沙

菅　野　真里奈 宇佐美　瑠　奈

斎　藤　あゆみ 齋　藤　ひかり

蛭　田　愛　未 有　田　真　捺
佐　藤　亜　希 大　島　花　月

吉　田　幸　布 多　田　寛　子
村　田　安　子 山　田　恵　夢

齋　須　彩　夏 （日大東北） 佐　藤　千　尋
七　海　明　莉 （安積） 豊　島　紗　月

高　橋　奈　々 飯　干　夏　渚
青　木　瑞　穂 加　藤　野乃子

佐　藤　優　衣 古　川　久　美

佐　藤　ゆ　う 小　林　夢　香

新　田　知　世 谷　口　愛　梨
眞　野　美　夢 佐　藤　千　夏

吉　田　　　萌 山　口　晴　奈 （郡山）
遠　藤　聖　安 鈴　木　夢　実 （日大東北）

小板橋　千　里 岸　波　　　蘭
内　山　瑞　紀 山　岸　未　來

藁　谷　真由華 福　島　里　菜
渡　邉　萌　黄 村　岡　実　果

菊　地　麗　美 遠　藤　綾　子
髙　田　愛　理 鈴　木　夏　芽

吉　田　南　実 （聖光学院） 武　田　理　沙
遊　佐　裕　乃 （福島） 清　水　遥　菜

白　土　仁　望 阿　部　里　奈
岡　部　祐　子 金　成　裕　子

佐　藤　和　可 相　川　美　里
五十嵐　　　結 寺　田　冴　恵

善　方　千　帆 平　野　希実子
深　川　怜　菜 酒　井　　　涼

櫛　田　なゆた 椎　名　　　舞
小野寺　　　唯 髙　木　　　海

（湯本）

（福島南）

（いわき光洋）

Ⅰ部女子ダブルス

（会津学鳳）

（いわき光洋）

（いわき光洋）

（いわき総合）

（原町）

（橘）

（日大東北）

（若松商）

優勝

18 （磐城） 36

17 （郡女大附） 35

16 （葵） 34 （原町）

（郡山）

15 （湯本） 33

14 32

13 （相馬） 31

（福島）

12 （磐城） 30 （会津）

11 （須賀川） 29

10 （橘） 28

9 （若松商） 27

8 （福島北） 26 （ザベリオ）

（福島東）

7 （いわき光洋） 25

6 24

5 （ザベリオ） 23

4 （福島高専） 22

1 （日大東北） 19

3 （福島東） 21

2 （いわき総合） 20



橋　本　拓　実 （福島高専）

34 小　山　諒　太 （長沼）

7035 石　川　潤　也 （聖光学院）

53 小野田　輝　瑠 （相馬）

藤　田　拓　磨68

阿　部　竜　弥

（郡山北工）

65 蛭　田　広　翼 （磐城農）

33 北　山　竣　也 （相馬東）

69 平　野　星　斗 （会津工）

30 羽　生　淳　志 （須賀川桐陽）

66

32 今　井　　　翼 （清陵情報）

31 木　村　亮　太 （いわき光洋）

池　田　勇　介 （聖光学院）

64 佐　藤　祐　人 （福島商）

（郡山北工）

67

鈴　木　雄　貴 （会津学鳳）27 高　橋　憲　人 （平工）

63

29

26 高　橋　綾　汰 （福島東）

62

28 室　井　　　翔 （田島）

菅　野　　　新 （福島）

澤　田　佑　大 （湯本）

61 大　井　崇　史 （相馬）

上　野　哲　也 （白河実）

60 渡　邊　大　智 （田村）

黒　津　大　翔 （平工）23 中　野　翔　太 （坂下）

59

25

植　木　聖　登 （福島成蹊）

22 遠　藤　　　拓 （学法石川）

58

24 野　崎　貴　仁 （白河）

須　藤　善　昭 （日大東北）21 佐　藤　広　崇 （葵）

57 鈴　木　風　我 （橘）

（須賀川）

56

19 小　池　翔　太 （福島北）

55 木　村　和　樹 （勿来工）

18 島　村　真　登 （いわき秀英）

54 池　田　徳　輝 （会津）

20 有　我　太　棋

17 森　　　広　大 （白河） 52 鎌　田　悠　佑 （湯本）

菅　野　　　梓 （二本松工）

16 佐　藤　昌　樹 （いわき総合） 51 小　林　雄　太

15 山　口　健　太 （会津学鳳） 50

（会津工）

坂　本　悠　太 （福島商）

吉　田　光　宏 （磐城）

猪　狩　悠　司 （ザベリオ）

14 野　寺　竜　矢 （磐城） 49 小　湊　瑛　仁 （石川）

13 渡　邉　和　希 （田村） 48

12 熊　田　翔　太 （勿来工） 47

11 武　田　北　斗 （若松商） 46

（福島工） 45

9 吉　田　直　広 （平商） 44

深　谷　春　希 （長沼）

石　井　　　輔 （郡山）

10 大　槻　拓　朗

蛭　田　貴　之 （福島高専）

7 五十嵐　　　慧 （若松商） 42 鈴　木　強　司

6 嶋　貫　　　聡 （小野）

4 鈴　木　雅　登

41

（学法石川）

8 佐　伯　拓　海 （福島） 43 櫻　井　啓　太 （学法福島）

40 鈴　木　凛之介 （須賀川）

中　窪　黎太郎 （葵）

2 山　寺　悠　矢 （福島北） 37 加　藤　響志朗

（安積黎明） 39

優勝

1 栁　沼　佑　哉 （安積） 36

5 堀　込　優　太 （原町）

Ⅱ部男子シングルス

髙　橋　直　暉 （いわき秀英）

3 新　沼　涼　哉 （いわき光洋） 38 佐　藤　智　哉 （安積黎明）

（二本松工）



髙　橋　直　暉 高　橋　憲　人
島　村　真　登 菅　原　啓　太

佐　藤　祐　人 大　竹　康斗始
坂　本　悠　太 石　井　大　貴

堀　込　優　太 加　藤　諒　寿
高　橋　出　帆 鈴　木　恵　多

藤　原　　　樹 阿　部　竜　弥

小　湊　将　生 圓　谷　　　嶺

齋　藤　僚　汰 高　木　一　成

鈴　木　風　我 木　幡　太　一

佐　藤　慧　太 小　湊　瑛　仁
佐　藤　昌　樹 木　田　裕　貴

鞠　子　颯　太 舘　野　麟太郎
西間木　隆　平 鈴　木　凱　斗

小　林　雄　太 菅　野　真　也
目　黒　龍　弥 佐　藤　海　斗

木　村　亮　太 森　　　広　大
志　賀　優　裕 佐久間　瑞　貴

深　谷　春　希 宍　戸　康　樹
髙　倉　未　凪 長谷川　　　翼

佐　藤　広　崇 熊　田　翔　太
中　窪　黎太郎 小　堀　祥　吾

青　木　太　一 佐　藤　　　壮
佐　藤　広　太 山　口　航　平

小　松　知　巳 渡　邉　和　希
柿　崎　　　光 渡　邊　大　智

橋　本　啓　来 北　條　真　慈
遠　山　哲　平 緑　川　達　也

高　田　祐　樹 菅　野　浩太郎
大　浦　一　将 佐　藤　匠　悟

池　田　徳　輝 山　口　健　太
髙　橋　伸　弥 後　藤　芳　宏

遠　藤　　　拓 鈴　木　将　虎
鈴　木　強　司 髙　橋　亮　太

鹿　目　直　樹 大　野　雄　平
小　椋　淑　弥 大久保　　　翔

小　池　翔　太 室　井　　　翔
山　寺　悠　矢 渡　部　隼　人

鎌　田　悠　佑 武　田　　　真
澤　田　佑　大 遠　藤　佑太朗

柴　木　　　凌 齋　藤　麗　緒
関　根　風　斗 大　内　基　暉

石　井　　　輔 羽　生　淳　志
荒　木　悠　佑 内　藤　　　仁

大　矢　雅　樹 小　松　知　寛
五十嵐　一　徳 小　島　由　浩

林　　　洸　生 鈴　木　暁　登
北　山　竣　也 遠　藤　僚　士

秋　葉　竜　也 栁　沼　祐　亮
蛭　田　広　翼 五十嵐　盛　稔

佐　浦　　　巧 伏　見　海　斗
鈴　木　祐　汰 滝　　　浩　正

簗　島　脩　斗 菅　野　雄　冬
畠　　　義　貴 佐々木　俊　哉

牧　野　敬　也 武　田　北　斗
並　木　　　諒 鈴　木　貫　太

土　田　凌　生 鈴　木　あゆむ
大　竹　紘　生 鈴　木　蓮　太

鈴　木　雅　登 菅　野　　　梓
佐　藤　智　哉 宗　万　圭　祐

仁　平　拓　也 吉　澤　　　遼
鈴　木　諒　太 鈴　木　翔　太

石　川　潤　也 橋　本　拓　実
石　崎　海　都 蛭　田　貴　之

Ⅱ部男子ダブルス

（福島高専）32 （聖光学院） 64

（二本松工）

31 （いわき総合） 63 （白河実）

（白河実）

30 （安積黎明） 62

（若松商）

29 （ザベリオ） 61

28 （日大東北） 60

（磐城農）

27 （福島工） 59 （福島成蹊）

（日大東北）

26 （須賀川） 58

（相馬）

25 （磐城農） 57

24 （相馬東） 56

（須賀川桐陽）

23 （ザベリオ） 55 （坂下）

（福島成蹊）

22 （郡山） 54

（安積）

21 （福島工） 53

20 （湯本） 52

（平商）

19 （福島北） 51 （田島）

（福島東）

18 （田島） 50

（会津学鳳）

17 （学法石川） 49

16 （会津） 48

（磐城）

15 （相馬東） 47 （福島）

（田村）

14 （須賀川桐陽） 46

（会津）

13 （橘） 45

12 （郡山） 44

（福島東）

11 （葵） 43 （勿来工）

（白河）

10 （長沼） 42

38

優勝

（学法福島）

9 （いわき光洋） 41

8 （会津工） 40

（郡山北工）

（いわき秀英） 33

（石川）

7 （安積） 39 （原町）

（平商）

6 （いわき総合）

5 （橘） 37

4 （石川） 36

（坂下）

3 （原町） 35 （学法福島）

（平工）

2 （福島商） 34

1



根　本　恵梨花 （相馬東） 41 山　口　真　純 （会津学鳳）

27 市　川　美　樹 （田村）

17 （いわき総合）

2 （白河） 29

1 （福島東） 28大　内　藍　子

菊　池　萌　香

4 （小野）

高　橋　聖　花

石　渡　里紗奈

（会津学鳳）

（磐城農）

廣　木　千咲子

（福島北）

30

（若松商）

6 （磐城） 33

5 （福島） 32大　橋　扶　結

大　岡　明日香

31 （清陵情報）

中　目　梨央那

鈴　木　　　愛

大和田　　　望

常　松　歩　未優勝

（湯本）3

（原町）

8 （福島成蹊） 35 （福島東）

（福島商）

7 （川口） 34馬　場　遥　希

大田原　瑞　季

滝　田　沙　世

後　藤　益　澄

大　山　千　咲

（須賀川桐陽）

髙　久　真　帆

半　谷　智佳子

石　﨑　美　奈

秋　元　祐　芽

38

（平工）

（ザベリオ）

10 （小野） 37

9 （葵） 36

（日大東北）

15 （橘） 42

13 （平商） 40山　川　汐　音 田　中　美　海

14

12 （葵） 39 （湯本）

三　浦　里　実

渡　部　理　菜

真　田　里　菜

渡　邉　愛　加

11 （相馬東）

44 （安積）

（岩瀬農）

16 （安積） 43

西　田　り　ん

横　山　桃　子

根　本　ゆ　う

稲　田　円　香

福　本　　　茜

橋　本　　　萌

（学法福島）佐　藤　夏　美

（桜の聖母）

19 （福島） 46

18 （坂下） 45渡　部　帆　南

荒　　　優　佳

（福島工）

21 （ザベリオ） 48 （福島高専）

（いわき光洋）

20 （須賀川桐陽） 47内　山　瑞　稀

吉　川　ひより 伊　藤　有　紀

草　苅　美　桜

佐久間　未　来

Ⅱ部女子シングルス

（磐城）

（会津）

51

（岩瀬農）清　水　琴　音

高　橋　　　舞

鈴　木　穂乃香

26 （福島高専） 53

（田村）

25 （田島） 52 （川口）

24 （福島商）

23 （磐城農） 50

22 （石川） 49

大　瀧　みなみ

金　子　　　聖

芳　賀　郁　実

佐　藤　梨花子

片　平　新　菜

渡　部　綾　菜

高　橋　朋　世



金　子　　　聖 佐久間　未　来
大　岡　明日香 山　口　萌　夏

橋　本　　　萌 堀　　　美　聖
横　山　桃　子 渡　部　夢　佳

星　　　陽　子 荒　　　優　佳
熊　谷　美　悠 大　橋　扶　結

青　田　理　乃 清　水　琴　音
樋　口　真　由 我　妻　実　佳

渡　辺　渚　沙 佐　藤　梨花子
山　﨑　眞　優 大和田　　　望

石　渡　里紗奈 山　口　真　純
舟　山　晴　夏 弓　田　ひ　な

細　川　京　香 市　川　美　樹
名　城　実　希 渡　邉　美　鈴

髙　久　真　帆 高　橋　　　舞
渡　部　静　菜 鈴　木　菜々子

白　石　彩　帆 片　寄　麻　衣
久　野　優香里 沼　田　美　琴

大　石　栞苗子 菅　野　菜　穂 （福島）
菊　池　萌　香 佐　藤　夏　美 （学法福島）

大　沼　彩　乃 渡　部　帆　南
井戸川　美　来 渡　部　未　歩

西　田　り　ん 根　本　恵梨花
歌　川　愛　菜 三　浦　里　実

玄　永　菜々子 池　田　歩　未
高　畑　ありさ 根　本　ゆ　う

芳　賀　郁　実 鈴　木　千　智
佐　川　麗　華 関　根　美　咲

鈴　木　里　奈 相　原　　　好
福　地　舞　緒 星　　　萌　佳

永　峯　優　色 渡　邊　ひかり
佐　藤　美　優 二階堂　玲　奈

赤　津　成　美 馬　場　遥　希
清　野　佐　梨 大　瀧　みなみ

柴　田　夕　夏 内　山　千　華
筒　井　実　咲 星　野　菜　摘

有　馬　千　琴 大田原　瑞　季
遠　藤　智　予 髙　橋　菜　奈

鈴　木　　　愛 吉　川　ひより
半　谷　智佳子 橋　本　和　音

千　葉　舞　花 渡　邉　愛　加
佐　藤　うらら 野　木　美　咲

伊　藤　有　紀 片　平　新　菜
菊　地　英　里 滝　田　沙　世

常　松　歩　未 （清陵情報） 内　山　瑞　稀
草　苅　美　桜 （福島工） 秋　元　祐　芽

（福島商）

23 46 （須賀川桐陽）

22 （福島高専） 45

（ザベリオ）

21 （坂下） 44 （湯本）

20 （小野） 43

（須賀川）

19 （いわき総合） 42 （福島成蹊）

18 （福島東） 41

（福島北）

17 （平商） 40 （川口）

16 39（若松商）

（須賀川）

15 （福島成蹊） 38 （田島）

14 （石川） 37

（相馬東）

13 （会津） 36 （いわき総合）

（坂下）

12 （橘） 35

11 （若松商） 34

（いわき光洋）

10 （白河） 33

9 （平商） 32

（田村）

8 （葵） 31 （会津）

7 （日大東北） 30

（磐城農）

6 （福島北） 29 （会津学鳳）

5 （日大東北） 28

（福島）

4 （橘） 27 （岩瀬農）

（白河）

3 （田島） 26

優勝

（いわき光洋）

2 （安積） 25

Ⅱ部女子ダブルス

1 （磐城） 24


