
No 種目 名前 ふりがな 所属 県高校総体 国体県予選
男子複 東海林　源真 とうかいりん　げんま 山形東
男子複 櫻井　真央 さくらい　まお 山形東
男子複 油井　颯飛 ゆい　はやと 山形南 1位 3位
男子複 島貫　壮陸 しまぬき　たけり 山形南 1位 3位
男子複 坂本　蒼太 さかもと　そうた 山形南
男子複 後藤　大雅 ごとう　たいが 山形南
男子複 成澤　純太 なりさわ　じゅんた 山形商業 ベスト8
男子複 大友　諒 おおとも　りょう 山形商業
男子複 小野　玲来 おの　れく 山形商業
男子複 萬年　晄生 まんねん　こうせい 山形商業
男子複 渡部　優斗 わたなべ　ゆうと 山形城北
男子複 西塚　知輝 にしづか　ともき 山形城北
男子複 中川　煌 なかがわ　きら 惺山 ベスト8 ベスト8
男子複 石山　隼佑 いしやま　しゅんすけ 惺山 ベスト8 ベスト8
男子複 朝倉　悠斗 あさくら　ゆうと 惺山
男子複 黒井　芹那 くろい　せな 惺山
男子複 佐藤　鼎 さとう　かなえ 新庄東 ベスト8
男子複 松田　葉琉 まつだ　はる 新庄東 ベスト8
男子複 木村　優司 きむら　ゆうじ 新庄東
男子複 佐藤　愛翔 さとう　よしと 新庄東
男子複 相蘇　響 あいそ　ひびき 新庄南
男子複 佐藤　優真 さとう　ゆうま 新庄南
男子複 軽部　心海 かるべ　こう 新庄北
男子複 伊藤　倖河 いとう　こうが 新庄北
男子複 西部　陽翔 にしべ　はると 米沢興譲館
男子複 齋藤　諒汰 さいとう　りょうた 米沢興譲館
男子複 菅野　直也 かんの　なおや 米沢工業
男子複 小林　秋 こばやし　あき 米沢工業
男子複 田畝　来一 たせ　らいじ 長井工業
男子複 安部　晴 あべ　はる 長井工業
男子複 高橋 真之介 たかはし しんのすけ 九里学園
男子複 高橋 悠之介 たかはし ゆうのすけ 九里学園
男子複 佐藤　良多 さとう　りょうた 鶴岡南
男子複 石川　巧人 いしかわ　たくと 鶴岡南
男子複 松本　宗明 まつもと　そうめい 鶴岡北
男子複 廣田　彬人 ひろた　あきと 鶴岡北
男子複 佐藤　昌樹 さとう　まさき 鶴岡工業 ベスト8 ベスト8
男子複 阿部　叶海夜 あべ　きょうや 鶴岡工業 ベスト8 ベスト8
男子複 本間　柊哉 ほんま　しゅうや 鶴岡工業
男子複 五十嵐　蓮 いからし　れん 鶴岡工業
男子複 小池　柊斗 こいけ　しゅうと 鶴岡中央
男子複 小池　陽斗 こいけ　はると 鶴岡中央
男子複 荒瀬　海里 あらせ　かいり 日新中
男子複 竹田　遼庵 たけだ　りょうあん 新庄中
男子複 小笠原　大騎 おがさわら　たいき 山形二中
男子複 押切　快頼 おしきり　かいら 天童一中
男子複 今野　悠 こんの　ゆう 鶴岡三中
男子複 菅原　充禮 すがわら　あつのり 鶴岡三中
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No 種目 名前 ふりがな 所属 県高校総体 国体県予選
1 男子単 東海林　源真 とうかいりん　げんま 山形東
2 男子単 油井　颯飛 ゆい　はやと 山形南 2位 2位
3 男子単 島貫　壮陸 しまぬき　たけり 山形南 ベスト8
4 男子単 坂本　蒼太 さかもと　そうた 山形南
5 男子単 成澤　純太 なりさわ　じゅんた 山形商業 ベスト16 ベスト8
6 男子単 大友　諒 おおとも　りょう 山形商業 ベスト16
7 男子単 小野　玲来 おの　れく 山形商業
8 男子単 渡部　優斗 わたなべ　ゆうと 山形城北
9 男子単 中川　煌 なかがわ　きら 惺山 ベスト8 ベスト16

10 男子単 石山　隼佑 いしやま　しゅんすけ 惺山 ベスト16
11 男子単 朝倉　悠斗 あさくら　ゆうと 惺山
12 男子単 佐藤　鼎 さとう　かなえ 新庄東 ベスト8
13 男子単 佐藤　愛翔 さとう　よしと 新庄東 ベスト16 ベスト16
14 男子単 木村　優司 きむら　ゆうじ 新庄東
15 男子単 長澤　豪汰 ながさわ　ごうた 新庄南
16 男子単 軽部　心海 かるべ　こう 新庄北
17 男子単 西部　陽翔 にしべ　はると 米沢興譲館 ベスト16
18 男子単 齋藤　諒汰 さいとう　りょうた 米沢興譲館 ベスト16
19 男子単 中川　大成 なかがわ　たいせい 米沢興譲館
20 男子単 小林　秋 こばやし　あき 米沢工業
21 男子単 竹田　航海 たけだ　わたる 長井工業
22 男子単 高橋 悠之介 たかはし ゆうのすけ 九里学園
23 男子単 佐藤　良多 さとう　りょうた 鶴岡南 ベスト16
24 男子単 石川　巧人 いしかわ　たくと 鶴岡南
25 男子単 芳賀　瑛太 はが　えいた 鶴岡北
26 男子単 佐藤　昌樹 さとう　まさき 鶴岡工業 ベスト8
27 男子単 阿部　叶海夜 あべ　きょうや 鶴岡工業 ベスト16
28 男子単 本間　柊哉 ほんま　しゅうや 鶴岡工業
29 男子単 奥田　来人 おくだ　らいと 鶴岡中央
30 男子単 小野寺　洸大 おのでら　こうた 羽黒
31 男子単 荒瀬　海里 あらせ　かいり 日新中
32 男子単 小笠原　大騎 おがさわら　たいき 山形二中
33 男子単 竹田　遼庵 たけだ　りょうあん 新庄中
34 男子単 今野　悠 こんの　ゆう 鶴岡三中
35 男子単 菅原　充禮 すがわら　あつのり 鶴岡三中
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No 種目 名前 ふりがな 所属 県高校総体 国体県予選
女子複 工藤　千聖 くどう　ちさと 山形東
女子複 町田　冬茜 まちた　とあ 山形東
女子複 太田　実来 おおた　みく 山形西
女子複 岩田　満凪 いわた　まな 山形西
女子複 髙橋　寧女 たかはし　ておん 山形城北 1位 1位
女子複 永岡　由帆 ながおか　ゆほ 山形城北 1位 1位
女子複 矢萩　美裕 やはぎ　みひろ 山形城北 ベスト8 ベスト8
女子複 荒川　色桜那 あらかわ　いおな 山形城北 ベスト8 ベスト8
女子複 吉田　芽依 よしだ　めい 山形城北 ベスト8
女子複 栗田　七海 くりた　ななみ 山形城北 ベスト8
女子複 星野　あすか ほしの　あすか 山形城北
女子複 國井　瑠奈 くにい　るな 山形城北
女子複 佐藤　瑞姫 さとう　みずき 惺山 2位 3位
女子複 滝口　陽菜 たきぐち　ひな 惺山 ベスト8
女子複 黒坂　未来 くろさか　みらい 惺山
女子複 松田　ひかる まつだ　ひかる 惺山
女子複 齋藤　綾華 さいとう　あやか 新庄東
女子複 竹田　紫乃 たけだ　しの 新庄東
女子複 佐藤　心夢 さとう　こむ 新庄南
女子複 舟生　優菜 ゆにゅう　ゆな 新庄南
女子複 五十嵐　瑛菜 いがらし　はな 新庄北
女子複 佐藤　真菜 さとう　まな 新庄北
女子複 後藤　あまね ごとう　あまね 長井工業
女子複 横澤　咲空 よこさわ　さら 長井工業
女子複 榎本 美優 えのもと みゆう 九里学園
女子複 佐藤 愛来 さとう あいら 九里学園
女子複 菅原　香乃 すがわら　かの 鶴岡南
女子複 大山　紗和 おおやま　さわ 鶴岡南
女子複 松田　明日香 まつだ　あすか 鶴岡北 4位
女子複 小林　桃子 こばやし　ももこ 鶴岡北 4位
女子複 太田　汐織 おおた　しおり 鶴岡北
女子複 吉住　未穂 よしずみ　みほ 鶴岡北
女子複 大泉　南菜 おおいずみ　みいな 鶴岡中央
女子複 剱持　遥光 けんもち　はるひ 鶴岡中央
女子複 齋藤　未侑 さいとう　みゆ 鶴岡工業
女子複 白幡　雫 しらはた　しずく 鶴岡工業
女子複 鈴木　那捺 すずき　なな 酒田光陵
女子複 榎本　明莉 えのもと　あかり 酒田光陵
女子複 山川　恵実 やまかわ　えみ 山形二中
女子複 原　愛 はら　まなみ 米沢二中
女子複 野尻　心結 のじり　こころ 鮭川中
女子複 阿部　莉央 あべ　りお 鮭川中
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No 種目 名前 ふりがな 所属 県高校総体 国体県予選
1 女子単 工藤　千聖 くどう　ちさと 山形東
2 女子単 太田　実来 おおた　みく 山形西
3 女子単 髙橋　寧女 たかはし　ておん 山形城北 1位 1位
4 女子単 永岡　由帆 ながおか　ゆほ 山形城北 2位 4位
5 女子単 矢萩　美裕 やはぎ　みひろ 山形城北 3位 2位
6 女子単 荒川　色桜那 あらかわ　いおな 山形城北 ベスト16
7 女子単 髙橋　花菜 たかはし　はな 山形城北 ベスト16
8 女子単 吉田　芽依 よしだ　めい 山形城北 ベスト16
9 女子単 栗田　七海 くりた　ななみ 山形城北 ベスト16

10 女子単 星野　あすか ほしの　あすか 山形城北
11 女子単 佐藤　瑞姫 さとう　みずき 惺山 3位 3位
12 女子単 黒坂　未来 くろさか　みらい 惺山 ベスト16
13 女子単 滝口　陽菜 たきぐち　ひな 惺山 ベスト16
14 女子単 松田　ひかる まつだ　ひかる 惺山
15 女子単 佐藤　野乃 さとう　のの 寒河江 ベスト16
16 女子単 竹田　紫乃 たけだ　しの 新庄東
17 女子単 佐藤　心夢 さとう　こむ 新庄南
18 女子単 八鍬　葵 やくわ　あおい 新庄北 ベスト16
19 女子単 五十嵐　瑛菜 いがらし　はな 新庄北
20 女子単 榎本 美優 えのもと みゆう 九里学園
21 女子単 星　愛瑠南 ほし　あるな 長井工業
22 女子単 菅原　香乃 すがわら　かの 鶴岡南
23 女子単 松田　明日香 まつだ　あすか 鶴岡北 ベスト16
24 女子単 吉住　未穂 よしずみ　みほ 鶴岡北
25 女子単 大泉　南菜 おおいずみ　みいな 鶴岡中央 ベスト8 ベスト16
26 女子単 安達　小羽音 あだち　こはね 鶴岡中央
27 女子単 齋藤　未侑 さいとう　みゆ 鶴岡工業
28 女子単 増子　星奈 ますこ　せな 羽黒
29 女子単 後藤　蘭名 ごとう　らな 酒田東
30 女子単 榎本　明莉 えのもと　あかり 酒田光陵
31 女子単 山川　恵実 やまかわ　えみ 山形二中
32 女子単 原　愛 はら　まなみ 米沢二中
33 女子単 野尻　心結 のじり　こころ 鮭川中
34 女子単 阿部　莉央 あべ　りお 鮭川中
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