
団体（女子）
1位 尚志

2位 郡山

3位 郡山商業

3位 安積

5位 安積黎明

ダブルス（女子）
１位 草野　穂楓 星　夢 くさの　ほのか ほし　ゆめ 尚志

２位 上田　彩乃 遠藤　日和 うえだ　あやの えんどう　ひより 帝京安積

３位 佐藤　結菜 近藤　らら さとう　ゆいな こんどう　らら 尚志

３位 戸村　碧 升屋　美亜 とむら　あおい ますや　みあ 郡山

５位 吉田　美音 大和田　望 よしだ　みね おおわだ　のぞみ 安積

６位 霜田　侑奈 橋本　遥 しもだ　ゆな はしもと　はるか 日大東北

７位 瀧澤　直央 渡邉　凜 たきざわ　なお わたなべ　りん 尚志

８位 酒井　実夢 小黒　優月 さかい　みゆ おぐろ　ゆづき 安積

９位 木下　綾 蕪木　夢桜 きのした　あや かぶき　ゆら 郡山商業

１０位 新田　真心 鈴木　里穂 にった　まこと すずき　りほ 安積黎明

１１位 加藤　ななみ 鈴木　美咲 かとう　ななみ すずき　みさき 郡山商業

１２位 熊田　美咲 三本菅　未咲 くまだ　みさき さんぼんすげ　みさき あさか開成

１３位 相川　花音 伊藤　綺華 あいかわ　かのん いとう　あやか 郡山東

１４位 佐藤　陽菜 寺澤　璃咲 さとう　ひな てらさわ　りさ 尚志

シングルス（女子）
１位 上田 彩乃 うえだ　あやの 帝京安積

２位 佐藤 結菜 さとう　ゆいな 尚志

３位 星 夢 ほし　ゆめ 尚志

３位 草野 穂楓 くさの　ほのか 尚志

５位 遠藤 日和 えんどう　ひより 帝京安積

６位 小抜 朋愛 おぬき　はるあ 帝京安積

７位 近藤 らら こんどう　らら 尚志

８位 熊田 萌絵 くまだ　もえ 郡山商業

９位 戸村 碧 とむら　あおい 郡山

１０位 吉田 美音 よしだ　みね 安積

１１位 新田 ことみ にった　ことみ 郡山

１２位 升屋 美亜 ますや　みあ 郡山

１３位 佐藤 陽菜 さとう　ひな 尚志

１４位 新田 真心 にった　まこと 安積黎明



団体（男子）
1位 帝京安積
2位 安積
3位 日大東北
3位 郡山
5位 郡山北工業
6位 郡山商業

ダブルス（男子）
１位 佐藤　聖哉 佐々木　隆一 さとう　せいや ささき　りゅういち 帝京安積
２位 大堀　竜幸 大森　遥叶 おおほり　たつゆきおおもり　はると 帝京安積
３位 安増　智喜 佐藤　匠 あそ　ともき さとう　たくみ 帝京安積
３位 皆川　星七 佐藤　太一 みながわ　せな さとう　たいち 帝京安積
５位 尾形　翼 丹野　和 おがた　つばさ たんの　なごみ 帝京安積
６位 水野　孝映 米倉　明志 みずの　こうえい よねくら　はるむね 日大東北
７位 佐藤　良則 石橋　龍弥 さとう　よしのり いしばし　りゅうや 安積
８位 鈴木　蒼翔 関根　彰良 すずき　あおと せきね　あきら 日大東北
９位 本田　陽希 鈴木　英一郎 ほんだ　はるき すずき　えいいちろう 帝京安積
１０位 渡邉　　迅 藤川　飛羽 わたなべ　じん ふじかわ　とわ 郡山北工業
１１位 関根　紘基 橋本　佳人 せきね　こうき はしもと　よしと 日大東北
１２位 影山　煌人 増子　結 かげやま　きらと ましこ　ゆう 日大東北
１３位 関　大成 大河原　羅唯 せき　たいせい おおかわら　らい 郡山
１４位 髙田　極深 鈴木　翔太 たかだ　きわみ すずき　しょうた 郡山北工業
１５位 今石　敦也 大桃　優斗 いまいし　あつや おおもも　ゆうと 郡山東

シングルス（男子）
１位 佐藤　聖哉 さとう　せいや 帝京安積
２位 佐々木　隆一ささき　りゅういち 帝京安積
３位 安増　智喜 あそ　ともき 帝京安積
３位 大堀　竜幸 おおほり　たつゆき帝京安積
５位 尾形　翼 おがた　つばさ 帝京安積
６位 大森　遥叶 おおもり　はると 帝京安積
７位 丹野　和 たんの　なごみ 帝京安積
８位 佐藤　匠 さとう　たくみ 帝京安積
９位 皆川　星七 みながわ　せな 帝京安積
１０位 上妻　浩聡 あがつま　ひろあき安積
１１位 佐藤　太一 さとう　たいち 帝京安積
１２位 本田　陽希 ほんだ　はるき 帝京安積
１３位 鈴木　蒼翔 すずき　あおと 日大東北
１４位 藤川　飛羽 ふじかわ　とわ 郡山北工業
１５位 佐藤　良則 さとう　よしのり 安積


