
金田 侑真 (新庄中） 長南 浩輝

山科 陽翔 (明倫中） 黒坂 駿太

山西 拓斗 五十嵐 光海

髙橋 優人 吉住 興太

門脇 令 (鶴岡一中） 齋藤 優輝

佐々木 志穏 (鶴岡三中） 渡部 凌太

安達 哲太 堀 春樹

土田 享典 大場 詩文

島貫 陽仁 (山形十中） 本間 丈輝

大林 大河 (天童二中） 佐藤 嘉晃

吉田 海人 那須 舜

古山 幸矢 小野 剛嗣

難波 悠作 鈴木 唯央

鈴木 康弘 鈴木 喬識

花輪 幸汰 青木 拓

赤松 大壱吉 早川 拓真

(米沢興譲館高） (山形工業高）

10 12

(鶴岡北高） (山形南高）

4 8

(山本学園高） (長井高）

13 14

15 (鶴岡一中）

3 7

2 6

(鶴岡工業高） (山形商業高）

ジュニア男子ダブルス（ＢＤ）

(新庄南高）

1 5

(山形城北高） (鶴岡南高）

9 11

(米沢工業高）



土門 海音 小林 優衣

鈴木 育実 金田 莉奈

高橋 きら 奥山 硝子

荒木 寧音 石澤 優香

太田 咲 (天童一中） 齋藤 梓

菅原 園花 (鶴岡二中） 齋藤 桜

永岡 史帆 阿部 捺未

柿崎 真紀 今井 瑞葵

清野 優香 髙橋 佳蓮

狩野 さくら 牛澤 志保

佐藤 萌花 原 舞華

星野 愛実 岩田 祐依

河内 茉日路 今田 ひなた (日新中）

鈴木 美結 志田 真倖 (立川中）

原 雅 内ヶ﨑 日菜

古川 詩央吏 石塚 夏実
(鶴岡南高）

10 12

(山形三中）

3 7

(羽黒高） (山形城北高）

4 8

(米沢興譲館高）

(鶴岡北高）

13 14

(山本学園高） 15 (長井高）

ジュニア女子ダブルス（ＧＤ）

(鶴岡北高） (新庄南高）

1 5

(真室川中） (天童高）

9 11

(米沢二中）

2 6

(山形西高）



堀 春樹 (山形商業高）

(鶴岡一中）

佐藤 嘉晃 (鶴岡一中） 17

13 五十嵐 光海 (鶴岡南高）

若月 雄一朗 (長井高） 9

5 本間 丈輝

(鶴岡三中）

難波 悠作 (鶴岡北高） 21

19 中島 慈穏 (山形城北高）

後藤 康兵 (山形工業高） 8

4 春日 丈

鈴木 喬識 (山形南高）

(新庄中）

島貫 陽仁 (山形十中） 16

12 南方 謙志 (酒田東高）

山科 陽翔 (明倫中） 22 23

24 金田 侑真

門脇 令 (鶴岡一中）

三浦 瑠馬 (鶴岡南高） 6

18 齋藤 優輝 (米沢工業高）

吉田 海人 (米沢興譲館高） 15

3 安達 哲太 (鶴岡工業高）

大林 大河 (天童二中） 7

11

ジュニア男子シングルス（ＢＳ）

花輪 幸汰 (山本学園高）

10 赤松 大壱吉 (山本学園高）

山路 徹 (山形五中） 14

1 佐々木 志穏 (鶴岡三中）

小笠原 康生 (新庄南高） 20

2



(酒田西高）

清野 優香 (山本学園高） 15

今田 ひなた (日新中）

高橋 きら (真室川中） 7

11 堀 美月

(山本学園高）

信夫 香音 (北村山高） 19

3 五十嵐 梨帆 (鶴岡五中）

太田 咲 (天童一中） 6

17 石沢 ひかる

(鶴岡北高）

内ヶ﨑 日菜 (鶴岡南高） 14

2 荒木 寧音 (真室川中）

(山形城北高） 20 21

10 22 土門 海音

原 舞華

荒明 雪楠 (鶴岡五中） 5

9

(天童高） 13

髙橋 佳蓮 (長井高）

菅原 園花 (鶴岡二中）

佐藤 萌花 (羽黒高）

永岡 史帆 (山形西高） 16 18

伊藤 愛菜 (新庄南高）

庄司 晴香

原 雅 (米沢興譲館高） 4

1

ジュニア女子シングルス（ＧＳ）

狩野 さくら (山本学園高）

志田 真倖 (立川中） 12

8 藤田 杏奈 (米沢二中）



(鶴岡三中）

三位決定戦

62

15 46

渡部 海翔 (鶴岡三中） 難波 魁凌

(明倫中）
38 30

松田 康太 (天童二中） 神田 将吾 (山形二中）

14 54

軽部 心海 (明倫中） 佐藤 優真

(鶴六ﾊﾞﾄﾞｽﾎﾟ少）

50 29

弓田 伊織 (長井南中） 工藤 珀琉 (天童一中）

13 45

沼澤 健太 (舟形中） 木村 洸太郎

(山形五中）
37 28

大友 諒 (山形五中） 齋藤  羽温 (鶴岡二中）

12 58

佐藤 聖恩 (鶴岡四中） 山﨑 陽真

(山形十中）
56 27

西部 陽翔 (米沢南部JBC） 三浦 颯太 (鶴岡四中）

11 44

石山 遼 (天童四中） 佐藤 暖

(山形三中）
36 26

奥山 雄貴 (明倫中） 熊谷 心平 (大蔵中）

10 53

富樫 一光 (鶴岡一中） 推名 悠斗

今田 暉

(天童二中）
49 25

油井 楓飛 (山形三中） 佐藤 昌樹 (鶴岡一中）

9 43

安彦 拓朗 (大蔵中） 稲葉 夢羅

(山形六中）
8

42

小林 隼人 (鶴岡五中） 小野寺 陸斗 (鶴岡四中）

(明倫中）
35 24

小鷹 応介 (酒田六中） 渡邉 伊織 (酒田三中）

61 60

黒沼 陽太 (立川中）

(山形三中）

34 22

三澤 亮太 (山形七中） 佐藤 鼎 (大蔵中）
7

52

畑山 開哉 (酒田三中） 若月 純一朗 (長井JSC）

23

小笠原 爽太 (山形二中） 59 西塔 誠弥

(天童四中）
5

57

石沢 太一 (ふじかげ） 佐藤 直紀 (鶴岡一中）

48 21

島貫 壮陸 (山形十中） 沼澤 朔也 (舟形中）
6

41

本間 大煌 (鶴岡一中） 豊田 義弘

(日新中）

55 19

三浦 寛生 (明倫中） 竹内 玲空 (明倫中）
4

40

石田 悠睦 (鶴岡二中） 本間 和真 (立川中）

33 20

中川  煌 (山形三中） 安孫子 悠也

(山形七中）
2

39

海藤 陽斗 (大蔵中） 金子 晴斗 (酒田六中）

32 18

坂本 蒼太 (天童一中） 渡部 哲 (山形二中）
3

51

荒川 駆 (日新中） 今田 旬

ジュニア新人男子シングルス（ＪＢＳ）

大場 世嵐 (天童二中） 渡会 康生 (鶴岡三中）
31 16

佐藤 良多 (鶴岡一中） 成澤 純太 (山形三中）
1

47 17

室井 宙 (山形六中） 菊地 隆晟



20 三浦 希実 (鶴岡三中）

森村 美友 (天童二中）

三位決定戦

69

中谷 雛菜 (山形六中） 37

21 小野 輝莉 (鶴岡一中）

(酒田三中） 45 5

3 渋谷 寧奈 (酒田六中）

矢萩 美裕 (天童二中）
佐藤 史花

梅津 里妃 (米沢二中） 35

19 佐藤 野乃 (天童一中）

千場 野乃花 (山形十中）
53 小倉 光優 (山形一中）

荒井 遥

(大蔵中） 57 36

17 髙橋 寧女 (米沢二中）

鏡 真央 (山形七中） 52

44 安達 心優 (舟形中）

吉住 香穂 (鶴岡四中） 34

18 柏倉 奏 (酒田三中）

平間 ひかる (山形十中）
61

43 小山 真央 (山形三中）

柿崎 このみ (山形一中） 32

16 佐藤 真菜 (明倫中）

奥山 和香子 (天童市ﾊﾞﾄﾞｽﾎﾟ少）

63 65 山川 恵実 (ふじかげ）

加藤 咲楽 (鶴岡一中） 33

(天童三中）

清野 千里 (米沢六中） 56 60

泉 奈那美 (山形十中）

菅原 心路 (鶴岡三中） 31

15 佐藤 愛純 (鶴岡五中）

小野 心花 (新庄中） 51

佐藤 瑞姫 (山形六中）
大場 乙羽 (酒田四中） 30

2 浅沼 里桜 (日新中）

荒川 色桜那 (舟形中） 66 67

14 68

佐藤 夏那 (天童一中） 42 50

原 聖穏

大泉 南菜 (鶴岡五中） 29

齋藤 なごみ (鶴岡三中）

高橋 花華 (天童二中） 49

13 柳沼 未空 (山形二中）

五十嵐 瑛菜 (明倫中） 28

41 伊藤 蒼衣 (舟形中）

本間 優華 (米沢六中）

黒沢 風空 (山形二中） 59

12 井上 ひびき (天童一中）

梅津 さよ (長井南中） 27

55 清野 鈴香 (山形十中）

高橋 花菜 (沼田ｽﾎﾟ小）

安孫子 夏汀 (南部ｼｬﾄﾙ） 62 25

64 菊地 彩花

横山 晴菜 (新庄中） 48

11 後藤 蘭名 (酒田六中）

真田 瑠音 (鶴岡一中） 26

40

58 山崎 明優

伊藤 奈々加 (日新中） 47

9 後藤 莉子 (米沢七中）

茂木 美珠帆 (酒田六中） 24

39 阿部 小春 (酒田四中）

(新庄中）
伊藤 玲奈 (山形十中）

10

佐藤 ななせ (鶴岡三中）

安部 真桜 (米沢七中） 38 4

46 高島 渚

(山形五中）
齋藤 優菜 (山形三中）

8 菅野 碧海 (天童二中）

秋山 瑠愛 (鶴岡三中） 54 23

ジュニア新人女子シングルス（ＪＧＳ）

山川 歩乃果 (山形六中）
6 永岡 由帆 (天童四中）

深瀬 智紗都 (天童一中） 22

1 大鳥 寧音 (大蔵中）

(山形七中）
丸子 実桜 (山形一中）

7


