


⽒名 所属 ⽒名 所属 ⽒名 所属
監督 安保 正⼤ 伊藤 岳史 ⾓館⾼校

教員 鈴⽊ 康弘
選⼿ 棟⽅ 志優 第⼀⾼校３年 ⼭初 ⼤空 横⼿清陵学院⾼校

３年 東  脩蔵 ⼀関学院⾼校
2年

選⼿ ⾺場 櫂⽃ 第⼀⾼校３年 ⾼橋 柊真 横⼿清陵学院⾼校
３年 及川 莉央 ⼀関学院⾼校

2年

選⼿ ⼭賀 滉⼰ 弘前実業⾼校
教３年 髙栁 順成 ⼤曲⼯業⾼校

３年 伊東 天鯉 岩⼿⾼校
3年

選⼿ ⼭⼝ 諒 第⼀⾼校３年 吉⽥ ⼣輝 秋⽥北鷹⾼校
３年 吉⽥  匠 岩⼿⾼校

3年

選⼿ 樋⼝ 拓海 弘前実業⾼校
２年 因幡 颯汰 秋⽥北鷹⾼校

２年 及川 統司 盛岡⼯業⾼校
3年

監督 三塚 ⼼輝 第⼀⾼校教員 佐藤 純也 秋⽥令和⾼校
教員 佐々⽊ 忍 盛岡第三⾼校（教）

選⼿ 下向 珠璃 第⼀⾼校2年 髙橋 実咲 秋⽥令和⾼校
３年 ⾦野 ⾥琉 ⾼⽥⾼校

3年

選⼿ 畠⼭ 真碧 第⼀⾼校１年 遠藤 夢知 秋⽥令和⾼校
３年 井上 姫那 ⾼⽥⾼校

2年

選⼿ ⽴⽯胡々⾳ 弘前⾼校３年 出雲  陽 秋⽥令和⾼校
３年 星 いづみ ⼀関学院⾼校

2年

選⼿ 佐藤 光 第⼀⾼校１年 ⽥⼝ 陽向 秋⽥令和⾼校
２年 亘理 有沙 ⾼⽥⾼校

2年

選⼿ 第⼀⾼校２年 船⽊ 彩花 秋⽥令和⾼校
１年

⾼⽥⾼校
2年

監督 船⽔ 宏⼆ 弘前実業⾼校教員 三澤　正志 秋田土建(株) 菊池 俊次 岩⼿県庁

選⼿ 船⽔ 雄太 AAS Management inc. 木村　一貴 (株)ユアテック 佐藤  洸 東京エレクトロンソリューションズ

選⼿ ⽔⽊  瑠 早稲⽥⼤学
4 年 松田　直大 (株)アクティオ 佐藤  壮 ⽴教⼤学

3年

選⼿ ⼩⽥桐崇康 東京ガスリビングライ
ン㈱ 田村　　翔 星城大学

４年 藤澤 健⼈ ㈱吉⽥測量設計

選⼿ 附⽥ 修宏 第⼀⾼校教員 佐藤　大晴 札幌学院大学
３年 橋本 年真 東北学院⼤学

4年

選⼿ 渡邊 祐幸 F.challenge 髙橋　優輔 札幌学院大学
２年 ⼭⽥ 拓真 ⼀関市役所

監督 天間 雅則 (有)⼄供塗装店 柴⽥ 真⼸ 秋⽥県庁 似内 若葉 宮古商⼯⾼校（教）

選⼿ ⾼杉かりん 東京⼥⼦体育⼤学
3年 岩澤  尚 函館⾃動⾞学校 ⼭岸 朋夏 岩⼿保健医療⼤学（職）

選⼿ 佐藤 野彩 弘前⼤学
3年 ⼯藤 愛美 ⼤館市⽴総合病院 江原  愛 ⼀関市ソフトテニス協会

選⼿ 三上 結⽣ ⽇本⼥⼦体育⼤学
2年 福⽥ 瑠愛 ⽇清鋼業(株) 粒来 樹 ㈱ブランジスタ

選⼿ ⿃屋部華奈⼦ 第⼀⾼校教員 若松 智穂 東京⼥⼦体育⼤学
4年 岩泉 和奏 ⽇本⼥⼦体育⼤学

1年

選⼿ ⼄部 なな ⽴命館⼤学
1年 ⽥⼝ 奈穂 秋⽥県⽴⼤学

１年 紺野 未実 ⽂教⼤学
1年

出 場 選 ⼿ 名 簿

秋 ⽥ 県 岩 ⼿ 県

少
年
男
⼦

少
年
⼥
⼦

成
年
男
⼦

成
年
⼥
⼦



⽒名 所属 ⽒名 所属 ⽒名 所属
監督 ⽩幡  光 菊地 貴樹 宮城県⼤河原商業⾼校

教諭 松崎 法夫 福島県⽴⽥村⾼校
（教）

選⼿ ⼩⽥切智明 3年 根岸 澪紋 東北⾼校
２年 佐藤 良吹 学校法⼈⽯川⾼校

２年

選⼿ 菅原 伯⽃ ３年 中尾 彦⽃ 東北⾼校
２年 菅原 ⼤馳 学校法⼈⽯川⾼校

２年

選⼿ 川崎 彪雅 ２年 浅⾒竣⼀朗 東北⾼校
２年 齋藤 楓雅 福島県⽴⽥村⾼校

３年

選⼿ ⼩平 悠⽃ ３年 初⿅ 暁哉 東北⾼校
２年 安部 蓮⽣ 福島県⽴⽥村⾼校

３年

選⼿ 関川 結⽃ ３年 ⾼橋 拓⼰ 東北⾼校
３年 吉⽥ 拓翔 福島県⽴⽥村⾼校

１年

監督 鈴⽊ 和史 ⼭形城北⾼校 教員 佐藤鉄太郎 宮城県⽀援学校岩沼⾼
等学園 主幹教諭 北澤 聖明 福島県⽴本宮⾼校

（教）

選⼿ 佐藤 愛⽉ ⼭形城北⾼校
３年 天間 美嘉 東北⾼校

３年 佐藤⽇⾹莉 学校法⼈⽯川⾼校
２年

選⼿ 柴⽥  明 ⼭形城北⾼校
３年 横⼭ ⼼花 東北⾼校

３年 佐藤 希咲 学校法⼈⽯川⾼校
２年

選⼿ 半⽥ 実来 ⼭形城北⾼校
２年 及川 咲空 東北⾼校

３年 ⾺上 愛菜 磐城第⼀⾼校
３年

選⼿ 永沢⽇陽花 ⼭形城北⾼校
２年 村上 茉悠 東北⾼校

３年 根本いずみ 学校法⼈⽯川⾼校
1年

選⼿ 滝⼝⽉姫乃 ⼭形城北⾼校
２年 坂本 朱⽻ 東北⾼校

２年 熊⽊ 咲彩 学校法⼈⽯川⾼校
１年

監督 安孫⼦裕次 ＪＡやまがた 鍵   茂 （⼀社）東北空調衛⽣
⼯事業協会 鈴⽊ 忠賢 （株）光陽社

選⼿ 村⽥  優 九島 ⼀⾺ ミズノ㈱ 中村 和樹 夢みなみ農業協同組合

選⼿ 齋藤 ⿓⼆ 明治⼤学
４年 ⼯藤 浩輔 KEIスポーツ㈱ 渡辺 奎吾 （株）エイジェック

選⼿ 澤⽥ 吉広 明治⼤学
３年 ⾼橋 海⽃ ⽇本体育⼤学

１年 根本 拓哉 法政⼤学
４年

選⼿ 荒⽊  駿 早稲⽥⼤学
3年

中央⼤学
１年

明治⼤学
４年

選⼿ 下平健三郎 置賜広域⾏政
事務組合消防本部 ⼩倉   輝 ⽴教⼤学

４年 斎須 ⼤夢 東洋⼤学
２年

監督 ⼯藤 正広 (公財)⼭形市スポーツ
協会 ⼩野寺真智⼦ 宮城県

ソフトテニス連盟 ⼤槻 三喜 住友ゴム⼯業株式会社

選⼿ 中川 利李 KENKO ⼩池 彩季 東北学院⼤学
２年 森合 弥代 住友ゴム⼯業株式会社

選⼿ 若⽉  希 東京経済⼤学
２年 佐藤 莉穏 仙台⼤学

２年 清⽔ ⿇美 住友ゴム⼯業株式会社

選⼿ ⼩林 美郷 新潟医療福祉⼤学
１年 ⿅野明⾹⾳ 東北学院⼤学

４年 ⼩⼭ 舞 住友ゴム⼯業株式会社

選⼿ 福島  希 １年 縄⽥ 愛実 東京⼥⼦体育⼤学
３年 前本 真弥 住友ゴム⼯業株式会社

選⼿ 半⽥穂乃花 早稲⽥⼤学
１年 前⾓地彩菜 仙台⼤学

２年 ⼩松﨑茉代 住友ゴム⼯業株式会社

宮 城 県 福 島 県⼭ 形 県
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