
No 種目 名前 ふりがな 所属 県中体連
1 男子単 齋藤　陽太 さいとう　はるた 山形二中 単出
2 男子単 石澤　駿吾 いしざわ　しゅんご 山形二中
3 男子単 熊倉　蓮 くまくら　れん 山形二中
4 男子単 東海林　龍 とうかいりん　りゅう 山形三中
5 男子単 渋谷　寛騎 しぶや　ともき 山形三中
6 男子単 奥村　礼仁 おくむら　れいと 山形四中
7 男子単 本間　直輝 ほんま　なおき 山形四中
8 男子単 戸田　蒼太 とだ　そうた 山形五中 複出
9 男子単 古沢　蓮 ふるさわ　れん 山形五中 複出
10 男子単 吉野　甲汰朗 よしの　こうたろう 山形五中
11 男子単 工藤　春人 くどう　はると 山形五中
12 男子単 鈴木　瑛丈 すずき　えいた 山形七中 複出
13 男子単 佐竹　悠翔 さたけ　ゆうと 山形七中
14 男子単 松枝　勇樹 まつえだ　ゆうき 山形七中
15 男子単 渋谷　圭佑 しぶや　けいすけ 山形十中 単出
16 男子単 阿邉　一輝 あべ　いつき 山形十中
17 男子単 柴田　一途 しばた　かずと 山形十中
18 男子単 高見　和束 たかみ　よりつか 山寺中
19 男子単 大山　尊也 おおやま　たける 天童一中
20 男子単 村形　和樹 むらかた　かずき 天童一中
21 男子単 滝口　叶大 たきぐち　かなた 天童二中
22 男子単 太田　将歩 おおた　まさと 天童二中
23 男子単 庄司　陽祐 しょうじ　ようすけ 天童三中 単出
24 男子単 片桐　梨央 かたぎり　りお 陵東中
25 男子単 中井　健太 なかいけんた 神町中 単出
26 男子単 小野　真那斗 おの　まなと 新庄中 複出
27 男子単 安食　亜矢人 あじき　あやと 日新中
28 男子単 押切　智詩 おしきり　さとし 日新中
29 男子単 伊藤　理人 いとう　りひと 明倫学園
30 男子単 早坂　淳 はやさか　じゅん 明倫学園
31 男子単 茂木　煌星 もぎ　こうせい 真室川中
32 男子単 早坂　夏希 はやさか　なつき 真室川中
33 男子単 早坂　佑羽 はやさか　ゆうわ 大蔵中
34 男子単 佐藤　蒼生 さとう　あおい 鮭川中
35 男子単 安喰　晴喜 あじき　はるき 鮭川中
36 男子単 髙橋　倫太郎 たかはし　りんたろう 米沢二中
37 男子単 色摩　人祈 しかま　ひとき 米沢二中 複出
38 男子単 設樂　輝真 したら　こうま 米沢二中 複出
39 男子単 齋藤　叶翔 さいとう　かなと 高畠中
40 男子単 古山　想雫 ふるやま　そうた 高畠中
41 男子単 金田　煌牙 かねだ　こうが 白鷹中 単出
42 男子単 孫田　翼 そんた　つばさ 飯豊中 単出
43 男子単 諏訪　颯太 すわ　そうた 鶴岡ニ中
44 男子単 渡部　柊之介 わたなべ　しゅうのすけ 鶴岡ニ中
45 男子単 難波　瞳輝 なんば　まなき 鶴岡三中 単出
46 男子単 齋藤　創史 さいとう　そうし 鶴岡三中 単出
47 男子単 石川　泰成 いしかわ　たいせい 立川中
48 男子単 黒沼　比呂 くろぬま　ひろ 立川中
49 男子単 小林　龍斗 こばやし　りゅうと 三川中
50 男子単 筒井　悠史 つつい　ゆうし 三川中
51 男子単 吉田　拓真 よしだ　たくま 酒田一中
52 男子単 小野木　悠真 おのき　ゆうま 酒田二中
53 男子単 堀田　煌貴 ほった　こうき 酒田二中
54 男子単 遠藤　優太 えんどう　ゆうた 酒田三中 複出
55 男子単 荒井　湊 あらい　そう 酒田三中 複出
56 男子単 渡邉　圭介 わたなべ　けいすけ 酒田三中
57 男子単 佐藤　陸空 さとう　りく 酒田四中 単出
58 男子単 鈴木　颯人 すずき　はやと 酒田四中
59 男子単 佐々木　輝良 ささき　きら 酒田六中
60 男子単 澁屋　冨樂 しぶや　ふがく 酒田六中
61 男子単 中野　謙志 なかの　けんし 米沢南部JBC

62 男子単 石澤　康太 いしざわ　こうた ふじかげ
63 男子単 佐藤　友聖 さとう　ゆうせい なんばどJr

64 男子単 中居　青波 なかい　せいは 米沢南部JBC
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No 種目 名前 ふりがな 所属 県中体連
1 女子単 松田　莉央 まつだ　りお 山形一中 単出
2 女子単 布施　羽依 ふせ　うい 山形一中
3 女子単 清野　莉麻 せいの　りま 山形一中
4 女子単 佐藤　七星 さとう　ななせ 山形二中 複出
5 女子単 竹田　歓乃 たけだ　よしの 山形二中 複出
6 女子単 佐竹　永徠 さたけ　ひさら 山形二中
7 女子単 今野　可琳 こんの　かりん 山形二中
8 女子単 小野　愛来 おの　あいら 山形三中 複出
9 女子単 清野　遥加 せいの　はるか 山形三中 単出
10 女子単 篠﨑　心遥 しのざき　みはる 山形三中 単出
11 女子単 石澤　心絢 いしざわ　ここあ 山形六中 複出
12 女子単 渋谷　心花 しぶや　このか 山形七中
13 女子単 森谷　友生香 もりや　ゆいか 山形十中 複出
14 女子単 瀬野　愛花 せの　まなか 山形十中 単出
15 女子単 奥山　菜々子 おくやま　ななこ 山形十中
16 女子単 後藤　菜月 ごとう　なつき 山寺中
17 女子単 武田　華恋 たけだ　かれん 山寺中
18 女子単 大石　杏香 おおいし　きょうか 天童一中 複出
19 女子単 古澤　花梨 ふるさわ　かりん 天童一中
20 女子単 菅野　絢椛 すがの　はるか 天童二中 単出
21 女子単 小野　杏奈 おのあんな 天童三中
22 女子単 青柳　みなみ あおやぎ　みなみ 天童四中 単出
23 女子単 花屋　さくら はなや　さくら 上山南中 複出
24 女子単 鈴木　凛音 すずき　りお 上山南中 複出
25 女子単 松田　美優 まつだ　みゆう 陵南中 単出
26 女子単 清野 美咲 せいの みさき 朝日中
27 女子単 鈴木 海優 すずき みゆう 朝日中
28 女子単 中鉢　結香 ちゅうばち　ゆか 新庄中
29 女子単 荒瀬　結里 あらせ　ゆうり 日新中 単出
30 女子単 高山　智香 たかやま　ちか 日新中
31 女子単 佐藤　汐南 さとう　ゆうな 明倫学園 単出
32 女子単 佐藤　寧来 さとう　しずく 明倫学園 単出
33 女子単 三浦　真生 みうら　まお 明倫学園
34 女子単 竹田　なな たけだ　なな 明倫学園
35 女子単 佐藤　月渚 さとう　るな 真室川中 複出
36 女子単 八鍬　彩映 やくわ　さえ 真室川中
37 女子単 栗田　凪彩 くりた　なぎさ 真室川中
38 女子単 早坂　美星 はやさか　うらん 大蔵中
39 女子単 熊谷　夏葵 くまがい　なつき 鮭川中 複出
40 女子単 阿部　花音 あべ　かのん 鮭川中 複出
41 女子単 土田　萌々 つちだ　もも 鮭川中 単出
42 女子単 八鍬　侑里 やくわ　ゆうり 鮭川中
43 女子単 矢口　音花 やぐち　おとは 鮭川中
44 女子単 中野　結愛 なかの　ゆりあ 米沢二中 単出
45 女子単 髙橋　心 たかはし　ここ 米沢二中 複出
46 女子単 鈴木　蘭音 すずき　らの 米沢二中 単出
47 女子単 加藤　小春 かとう　こはる 米沢二中 複出
48 女子単 大泉　姫菜 おおいずみ　ひな 米沢二中 複出
49 女子単 福原　咲妃 ふくはら　さき 高畠中 複出
50 女子単 橋本　紗 はしもと　さや 高畠中 単出
51 女子単 清野　和夏菜 せいの　わかな 長井南中 複出
52 女子単 大沼　由奈 おおぬま　ゆうな 長井南中 複出
53 女子単 亀井　莉奈 かめい　りな 長井南中 複出
54 女子単 小関　悠衣花 こせき　ゆいか 長井南中 複出
55 女子単 神藤　優華 しんどう　ゆうか 長井南中
56 女子単 今野　優奈 こんの　ゆな 長井南中
57 女子単 廣瀨　朱 ひろせ あや 鶴岡一中
58 女子単 白幡　綾野 しらはた　あやの 鶴岡二中 複出
59 女子単 五十嵐　凛音 いからし　りおん 鶴岡二中 複出
60 女子単 小松　優里 こまつ　ゆうり 立川中 複出
61 女子単 本間　さくら ほんま　さくら 立川中 複出
62 女子単 長南　瑠華 ちょうなん　るか 立川中
63 女子単 砂田　夏希 すなだ　なつき 三川中
64 女子単 野澤　日渚 のざわ　ひな 三川中
65 女子単 廣瀬　真子 ひろせ まこ 羽黒中
66 女子単 五十嵐　唯 いがらし　ゆい 酒田二中
67 女子単 阿部　ゆうな あべ　ゆうな 酒田二中
68 女子単 池田　紗奈 いけだ　さな 酒田三中 複出
69 女子単 松田　芽依 まつだ　めい 酒田三中
70 女子単 安藤　理惟菜 あんどう　りいな 酒田四中
71 女子単 五十嵐　絢 いがらし　あや 酒田六中
72 女子単 齋藤　望実 さいとう　のぞみ 酒田六中
73 女子単 菅野　恵愛 すがの　めい 山口バドスポ少
74 女子単 大竹　怜奈 おおたけ　れな 米沢南部JBC

75 女子単 阿部　唯花 あべ　いちか 鮭川バドスポ少
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