
優勝

少年男子Ⅰ部シングルス

(福島工)36

3 丹　野　　　心 (学法福島)

三　浦　志　温

1 小　林　拓　夢 (安積)

志　賀　絢　斗 (相馬東)

野　村　昂　平 (磐城)35

2 小　野　星　弥 (磐城農)

37

4 渡　辺　健　斗 (安積黎明) 朝　倉　　　憂 (福島商)38

泉　　　大　翔 (田村)39

6 佐　治　裕　紀 (会津学鳳) 西　牧　健　友

5

(福島成蹊)40

近　藤　大　生 (磐城)

7 門　馬　悠　樹 (相馬東) 坂　本　憲　信 (東日大昌平)41

8 川　音　瑠　偉 (日大東北) 太　田　篤　志 (郡山北工)42

(磐城)44

11 佐　藤　朋　希 (若松商)

石　黒　将太郎

9 佐　藤　　　柊 (学法福島)

丸　　　貴　弘 (日大東北)

髙　原　聖　良 (会津)43

10 蛭　田　大　遥 (磐城桜が丘)

45

12 小　山　拓　巳 (須賀川) 高　橋　龍　正 (若松商)46

安　田　宏　大 (福島東)47

14 戸　川　大　文 (須賀川) 八　旗　拓　実

13

(郡山)48

大　谷　修　平 (福島工)

15 浦　住　祐　来 (福島北) 伊　東　海　斗 (学法福島)49

16 遠　藤　　　迅 (平商) 穂　積　　　樹 (郡山)50

(聖光学院)52

19 三　瓶　瑠　晃 (福島工)

渡　辺　拓　人

17 丹　治　毅　彦 (福島)

福　田　凛太朗 (安積)

菅　野　慧太朗 (磐城桜が丘)51

18 栁　沼　康　生 (日大東北)

53

20 沼　井　誠　也 (白河実) 遊　佐　光　裕 (橘)54

鈴　木　良　汰 (若松商)55

22 福　島　功太郎 (福島南) 野　崎　智　矢

21

(福島成蹊)56

山　口　時　哉 (会津学鳳)

23 藤　田　峻　也 (安積) 栁　沼　陽　介 (郡山)57

24 菅　野　湧　大 (福島商) 笈　川　陽　介 (いわき総合)58

(相馬)60

27 渋　川  雅  史 (ザベリオ)

齋　藤　颯　太

25 込　山　　　孝 (磐城)

佐　野　博　斗 (若松商)

渡　部　陽　介 (日大東北)59

26 富　田　健　司 (福島東)

61

28 玉　川　拓　海 (平商) 伊　藤　和　樹 (福島)62

佐　藤　　　凜 (日大東北)63

30 山　田　大　貴 (勿来工) 髙　木　拓　海

29

(勿来工)64

大　瀧　健　斗 (日大東北)

31 橋　本　伯　哉 (田村) 森　藤　新　瑠 (聖光学院)65

32 荒　　　椋　介 (相馬東) 荒　井　嵩　哉 (若松商)66

島　村　泰　登

33 田　中　蒼　空 (福島商)

(磐城)68

池　田　丞　一 (安積)67

34 齋　藤　大　生 (会津)



少年男子Ⅱ部シングルス

1 伊　藤　　　渚 (安積) 幕　内　悠　斗 (勿来工)32

2 岸　波　優　汰 (福島北) 朝　倉　修　紋 (白河実)33

優勝

3 飯　塚　雄　哉 (いわき秀英) 渡　部　光　汰 (会津工)34

4 金　澤　波　音 (白河) 村　上　尚　哉 (福島南)35

5 坂　牧　滉　太 (湯本) 橋　本　皓　汰 (清陵情報)36

6 藤　田　直　行 (白河実) 山　崎　優　斗 (磐城農)37

7 樅　山　岳　大 (福島東) 寺　島　　　煕 (福島)38

8 八　島　晴　人 (東日大昌平) 棚　辺　健太郎 (石川)39

9 岡　部　素　輝 (須賀川桐陽) 五十嵐　歩　希 (葵)40

10 安　田　　　航 (郡山北工) 渡　邉　　  陸 (橘)41

11 神　尾　悠　介 (福島南) 安　藤　悠　大 (郡山北工)42

12 橋　本　雄　介 (磐城) 稲　村　幸　大 (平工)43

13 遠　藤　大　輝 (田村) 荻　野　　　隼 (安積黎明)44

14 八　巻　賢　征 (聖光学院) 藤　野　俊　祐 (いわき光洋)45

15 上　田　裕　真 (会津学鳳) 松　本　武　丈 (長沼)46

16 長谷川　直　哉 (いわき総合) 佐　藤　莞　吹 (福島成蹊)47

17 須　賀　了　摩 (会津) 野　崎　裕　斗 (日大東北)48

18 笠　井　元　大 (須賀川桐陽) 秋　元　拓　斗 (いわき海星)49

19 安　齋　大　陸 (福島) 二階堂　達　也 (福島商)50

20 石　川　翔　也 (須賀川) 太　田　　　宙 (白河)51

21 鈴　木　一　巧 (橘) 吉　川　竜　聖 (相馬)52

22 馬　上　亮　慎 (平商) 石　田　星　凪 (岩瀬農)53

23 佐　藤　大　洋 (日大東北) 村　上　正　悟 (湯本)54

24 鈴　木　陽　大 (いわき海星) 早　坂　楓　也 (福島工)55

25 五十嵐　　　潤 (郡山) 能　勢　航　羽 (会津)56

26 小　原　広　大 (学法福島) 沖　野　渉　叶 (聖光学院)57

27 髙　橋　咲　人 (郡山) 菅　野　永　遠 (岩瀬農)58

28 小　野　　　凜 (福島商) 伊　藤　柊之祐 (磐城桜が丘)59

川　村　咲　真

29 佐　藤　拓　斗 (清陵情報)

(安積)

吉　田　大　河 (石川)60

30 佐　川　優　樹 (勿来工)

62

(磐城農)61

31 樋　口　大　洋 (会津学鳳) 佐　藤　遼　真



島　村　泰　登 渡　辺　拓　人

野　村　昂　平 丹　治　毅　彦

坂　本　祐貴斗 福　田　凛太朗

桑　島　　　玄 朝　　　貴　秀

荒　井　皓　太 小　澤　優　人

塩　田　規　成 磯　上　大　輔

大　谷　修　平 佐　治　裕　紀

三　瓶　瑠　晃 山　口　時　哉

遠　藤　　　迅 青　木　俊　樹

玉　川　拓　海 遠　藤　裕　太

鈴　木　良　汰 朝　倉　　　憂

佐　藤　朋　希 菅　野　湧　大

佐　藤　　　凜 小　山　拓　巳

大　瀧　健　斗 戸　川　大　文

齋　藤　颯　太 齋　藤　圭一朗

門　馬　悠　樹 平　野　嘉　向

坂　本　憲　信 栁　沼　陽　介

渡　邊　健　太 八　旗　拓　実

藤　田　峻　也 西　牧　健　友

池　田　丞　一 野　崎　智　矢

遊　佐　光　裕 松　浦　孝　太

野　地　駿　希 穂　積　　　樹

福　田　拓　馬 福　島　功太郎

安　藤　颯　太 石　井　颯　悟

柴　野　日　祐 石　黒　将太郎

井　上　　　翔 込　山　　　孝

高　橋　龍　正 齋　藤　大　生

荒　井　嵩　哉 髙　原　聖　良

太　田　篤　志 大　橋　貴　之

早　川　竣　祐 高　橋　　  巧

菅　野　祐　大 和　泉　　　亘

𢰝　木　勇　登 鈴　木　皓　太

吉　田　良　寛 武　川　令　旺

本　間　大　翔 宍　戸　旅　空

富　田　健　司 橋　本　伯　哉

安　田　宏　大 泉　　　大　翔

山　田　大　貴 志　賀　絢　斗

髙　木　拓　海 荒　　　椋　介

伊　東　海　斗 荒　木　大　希

丹　野　　　心 近　藤　大　生

阿　部　大　河 坂　内　ら　く

渡　辺　健　斗 五ノ井　洋　介

青　田　光　矢 川　音　瑠　偉

西　　　道　雅 丸　　　貴　弘

久　家　颯　太 三　浦　志　温

安　部　直　輝 木　村　佳　汰

菅　野　純　平 小　野　優　人

渡　邊　雄　大 花　塚　祐　紀

三　瓶　峻　弥 森　藤　新　瑠

會　田　将　人 川　崎　流　空

菅　野　慧太朗 栁　沼　康　生

蛭　田　大　遥 渡　部　陽　介

(相馬)

(東日大昌平)

(葵)

(聖光学院)

少年男子Ⅰ部ダブルス

(日大東北)52

(聖光学院)51

(磐城桜が丘)26

(郡山北工)25

49

(福島東)24 (勿来工)50

(日大東北)48

(若松商)23 (福島工)

(若松商)47

(相馬)22

(安積黎明)21

45

(学法福島)20 (磐城)46

(田村)44

(勿来工)19 (相馬東)

(福島成蹊)43

(福島東)18

(田村)17

41

(橘)16 (石川)42

(会津)40

(郡山北工)15 (橘)

(磐城)39

(若松商)14

13

37

(須賀川桐陽)12 (福島南)38

(福島成蹊)36

(橘)11 (郡山)

(郡山)35

(安積)10

9

33

8 (会津)34

(福島商)32

(日大東北)7 (須賀川)

(磐城)31

(若松商)6

(平商)5

27

(福島商)2

(磐城)1

29

(福島工)4 (会津学鳳)30

(安積)28

(白河)3 (湯本)

優勝



幕　内　悠　斗 安　藤　悠　大

佐　川　敬　汰 安　田　　　航

中　島　　　晃 黒　須　　　輝

泉　川　雄太郎 坂　井　昴　汰

安　齋　大　陸 須　賀　了　摩

寺　島　　　煕 武　藤　　　翼

石　川　翔　也 桑　名　康　平

福　田　　　掌 脇　坂　優　輔

成　田　智　哉 菱　沼　大　亮

山　浦　武　琉 佐々木　陸　翔

渡　邊　健　人 藤　田　直　行

川　澄　悟　史 朝　倉　修　紋

鈴　木　大　空 鈴　木　陽　大

近　藤　見　時 秋　元　拓　斗

野　正　拳　矢 八　島　晴　人

長谷川　智　也 藤　野　俊　祐

三　浦　陵　寿 杉　村　嘉　威

吉　田　哲　也 佐　藤　　央

佐　藤　優　人 渋　谷　　　匠

小賀坂　涼　哉 高　橋　壮太郎

大　平　　　翔 橋　本　裕　太

小　松　侑　人 小　林　優　羽

大河原　尚　紀 馬　上　隼　一

引　地　優　音 渡　辺　朝　陽

棚　辺　健太郎 松　﨑　　　慧

吉　田　大　河 藤　田　真一路

稲　村　幸　大 五十嵐　歩　希

佐　藤　　　翼 水　下　日　向

佐　藤　　　瞭 加　賀　　　陸

増　田　大　夢 吉　田　元　樹

竹　内　太　軌 古　川　倖　杜

菊　池　祐　多 廣　瀬　睦　月

神　尾　悠　介 小　柗　大　和

村　上　尚　哉 安ヵ川　洸　矢

山　崎　優　斗 岡　田　温　人

川　村　咲　真 渡　邉　啓　介

石　田　星　凪 大　橋　亮　棋

菅　野　永　遠 松　田　駿太郎

橋　本　皓　汰 若　菜　広　弥

佐　藤　拓　斗 木　村　俊　介

小　原　広　大 村　山　優　太

齋　藤　光　陽 佐久間　巧　実

橋　本　雄　介 金　澤　波　音

根　本　　　響 太　田　　　宙

秋　津　泰　斗 伊　藤　柊之祐

平　野　学　斗 横　山　貴　彬

松　本　武　丈 沖　野　渉　叶

伊　藤　柊　哉 八　巻　賢　征

馬　上　亮　慎 大　木　康太郎

飯　塚　雄　哉 佐　藤　生　吹

佐　藤　莞　吹 長谷川　直　哉

仲　澤　知　哉 髙　橋　幸　大

(平商)

(東日大昌平)

少年男子Ⅱ部ダブルス

(いわき総合)52

(須賀川桐陽)51

26 (福島成蹊)

25

49

24 (長沼) (聖光学院)50

(白河)48

23 (会津工) (磐城桜が丘)

(福島工)47

22 (磐城)

21 (学法福島)

45

20 (清陵情報) (会津工)46

(安積)44

19 (岩瀬農) (福島成蹊)

(いわき総合)43

18 (磐城農)

17 (福島南)

41

16 (安積黎明) (須賀川)42

(葵)40

15 (福島工) (磐城桜が丘)

(福島東)39

14 (平工)

13 (石川)

37

12 (福島商) (磐城)38

(福島東)36

11 (湯本) (長沼)

(日大東北)35

10 (福島北)

9 (田村)

33

8 (葵) 34

(白河実)32

7 (橘) (いわき海星)

(福島北)31

6 (平工)

5 (会津学鳳)

(郡山北工)27

2 (安積黎明)

1 (勿来工)

29

4 (須賀川) (郡山)30

(学法福島)28

3 (福島) (会津)

優勝



少年女子Ⅰ部シングルス

1 佐久間　向日葵 (桜の聖母) 種　田　嘉　子 (磐城)27優勝

西　内　夏　帆2 (相馬東) 尾　形　涼　奈 (福島)28

藤　丸　陽　日3 (磐城) 内　山　悠　梨 (岩瀬農)29

加　藤　優　衣4 (会津) 柚　原　涼　花 (相馬)30

菊　地　汐　音5 (いわき光洋) 本　田　新　菜 (橘)31

佐　藤　真里菜6 (福島成蹊) 数　本　彩　音 (会津学鳳)32

今　泉　綾　菜7 (郡山) 鎌　田　ひかり (磐城)33

大　森　花　歩8 (磐城桜が丘) 保　住　紗恵子 (日大東北)34

有　馬　萌　楓9 (日大東北) 一　條　真　未 (福島成蹊)35

熊　本　莉　奈10 (福島成蹊) 遠　藤　瀬　奈 (ザベリオ)36

五十嵐　佑花子11 (会津) 本　田　美　聡 (磐城)37

佐　藤　菜　南12 (福島成蹊) 立　谷　美　羽 (福島東)38

前　沢　　　柚13 (日大東北) 村　上　優　圭 (安積)39

國　分　日菜乃14 (日大東北) 鹿　野　真　希 (日大東北)40

村　上　里　佳15 (橘) 三津間　日　菜 (葵)41

石　田　笙　子16 (葵) 佐　藤　令　菜 (福島商)42

庄　司　七　海17 (相馬東) 大　内　やよい (安積)43

志　田　麻　果18 (郡山) 松　本　菜　々 (福島商)44

佐　川　真　菜19 (磐城) 蛭　田　莉　子 (磐城桜が丘)45

大　平　希　実20 (磐城農) 坂　本　菜　摘 (安積)46

大　木　早友里21 (須賀川) 海　野　ミ　カ (磐城桜が丘)47

平　塚　紀　佳22 (若松商) 齋　藤　花　菜 (福島)48

齋　藤　萌　華23 (福島北) 須　貝　美　咲 (相馬)49

大　森　詩　穂24 (磐城桜が丘) 扇　田　可　優 (福島南)50

吉　野　理　花

野　尻　実　希25 (長沼)

(磐城)52

星　　　結　衣 (若松商)51

加　藤　夕　奈26 (福島商)



吉　野　理　花 保　住　紗恵子

種　田　嘉　子 鹿　野　真　希

先　崎　千　紘 庄　司　七　海

立　谷　美　羽 西　内　夏　帆

小　林　利　瑞 白　石　理　桜

添　田　萌　絵 菊　地　汐　音

三津間　日　菜 齋　藤　花　菜

石　田　笙　子 杉　浦　佳　乃

本　田　新　菜 平　塚　紀　佳

安　斎　愛　花 星　　　結　衣

鎌　田　ひかり 波多野　亜　優

佐　川　真　菜 安　部　里　奈

次　六　妃　奈 熊　本　莉　奈

尾　形　涼　奈 佐　藤　有　紀

今　野　彩　華 遠　藤　瀬　奈

但　野　友　香 荒　川　美　咲

今　泉　綾　菜 海　野　ミ　カ

野　尻　実　希 蛭　田　莉　子

村　上　優　圭 大　森　詩　穂

坂　本　菜　摘 大　森　花　歩

数　本　彩　音 村　上　里　佳

鈴　木　芽　衣 菅　野　真　衣

齋　藤　萌　華 大　木　早友里

佐　藤　令　菜 岡　本　　　葵

大　平　希　実 佐　藤　真里菜

室　原　由　花 佐　藤　菜　南

須　貝　美　咲 加　藤　優　衣

柚　原　涼　花 五十嵐　佑花子

本　田　美　聡 志　田　麻　果

藤　丸　陽　日 松　嶋　美　羽

有　馬　萌　楓 長谷川　楓　花

塩　澤　茉　央 廣　岡　茉　香

鈴　木　麻　央 一　條　真　未

横　田　あすか 阿　部　緩　奈

加　藤　夕　奈 國　分　日菜乃

松　本　菜　々 前　沢　　　柚

少年女子Ⅰ部ダブルス

1 (磐城) (日大東北)19優勝

2 (福島東) (相馬東)20

3 (須賀川桐陽) (いわき光洋)21

4 (葵) (福島)22

5 (橘) (若松商)23

6 (磐城) (郡女大附)24

7 (福島成蹊)25

8 (相馬) 26

(聖光学院)

(ザベリオ)

9 (磐城桜が丘)27

10 (安積) (磐城桜が丘)28

(郡山)

11 (会津学鳳) (橘)29

12 (須賀川)30(福島北)

13 (磐城農) (福島成蹊)31

14 (相馬) (会津)32

15 (磐城) (郡山)33

16 (日大東北) (いわき総合)34

17 (会津)

(日大東北)36

(福島成蹊)35

18 (福島商)



少年女子Ⅱ部シングルス

1 大　関　美　悠 (若松商) 福　島　海　凜 (会津学鳳)24優勝

2 大　竹　麻　友 (石川) 亀　田　有　咲 (福島東)25

3 蛭　田　千　尋 (いわき総合) 柴　田　愛　美 (須賀川桐陽)26

4 田　尻　夢　奈 (橘) 佐　藤　比十美 (福島商)27

5 早　川　桜　華 (相馬) 橋　本　享　佳 (相馬東)28

6 草　野　真　穂 (磐城) 栁　沼　妃花里 (郡女大附)29

7 榊　原　愛　華 (聖光学院) 菅　野　さくら (福島成蹊)30

8 半　澤　怜　奈 (安積) 松　本　遥　香 (日大東北)31

9 菅　野　奏　恵 (相馬東) 皆　川　笑　香 (会津)32

10 関　口　春　花 (会津学鳳) 矢　内　千　恵 (郡女大附)33

11 髙　崎　千　鶴 (白河実) 江　尻　絢　音 (湯本)34

12 尾　形　汐　理 (福島東) 黒　木　　　萌 (原町)35

13 香　西　虹　花 (日大東北) 佐　藤　祐　紀 (坂下)36

14 菊　地　あかり (相馬) 佐　藤　花　梨 (須賀川桐陽)37

15 栗　城　絢　音 (ザベリオ) 内　藤　結　菜 (聖光学院)38

16 唯　野　　　萌 (郡山) 作　山　日　和 (平商)39

17 千　葉　心　乃 (磐城) 住　吉　有　純 (白河実)40

18 長谷川　果　南 (葵) 遠　藤　春　香 (原町)41

19 吉　田　梨里子 (いわき光洋) 佐藤　クレア快 (白河)42

20 羽　田　奏　子 (橘) 福王寺　　　凜 (福島南)43

鈴　木　朱　理

21 花　泉　彩　奈 (ザベリオ)

(若松商)

大　越　向日葵 (湯本)44

22 永　沼　美　咲 (福島)

46

(福島南)45

23 大　島　    舞 (郡山) 二　瓶　陽　菜



大　島　    舞 草　野　真　穂

唯　野　　　萌 千　葉　心　乃

柏　倉　春　奈 大　竹　麻　友

弓　田　　　爽 長　田　朱　寧

遠　藤　春　香 佐　藤　比十美

藤　原　みのり 中　島　美　月

小　林　愛　実 佐　藤　祐　紀

佐久間　祥　乃 皆　川　笑　香

栁　沼　妃花里 阿　﨑　美　羽

矢　内　千　恵 渡　邉　亜優香

榊　原　愛　華 菅　野　奏　恵

内　藤　結　菜 小野寺　茉　央

栗　城　絢　音 高　橋　彩　桜

花　泉　彩　奈 若　林　野乃花

江　尻　絢　音 髙　崎　千　鶴

大　野　綾　乃 住　吉　有　純

早　川　桜　華 羽　田　奏　子

菊　地　あかり 田　尻　夢　奈

大河内　皐　月 半　澤　怜　奈

中　本　陽　菜 橋　本　夏　実

鏡　　　夏　音 佐　藤　　　碧

武　藤　凜　帆 渡　邉　まこと

長谷川　果　南 三　瓶　歩　美

細　谷　美　羽 佐　藤　瑞　希

永　沼　美　咲 松　本　遥　香

鈴　木　友　萌 香　西　虹　花

齋　藤　吏　伽 菅　野　友梨香

飯　髙　来　美 加賀谷　千　尋

橋　本　咲　希 吉　田　梨里子

山　口　茉莉依 蛭　田　千　尋

尾　形　汐　理 福　島　海　凜

亀　田　有　咲 関　口　春　花

(坂下)

(いわき光洋)

少年女子Ⅱ部ダブルス

1 (郡山) (磐城)17

2 (葵) (石川)18

優勝

3 (原町) (福島商)19

4 (福島南) 20

5 (郡女大附) (福島成蹊)21

6 (聖光学院) (相馬東)22

7 (ザベリオ) (若松商)23

8 (湯本) (白河実)24

9 (相馬) (橘)25

10 (須賀川桐陽) (安積)26

11 (福島) (福島成蹊)27

12 (葵) (平商)28

13 (福島) (日大東北)29

16 (福島東) (会津学鳳)32

14 (平商) (福島商)30

15 (安積) 31


