
中学2年男子シングルス

1齋藤 大空 秋保中

2大須賀 元 西多賀中

3佐藤 優河 山田中

4飯田楓太 中田中

5菅原 晴友 富沢中

6阿部 航輝 郡山中

7大沼 琉優 富沢中

8松本 拓  長町中

9阿部 大峻 柳生中

10堀 青風  西多賀中

11小林 大輝 長町中

12高橋 祐人 柳生中

13北り‖貴之 山田中

14大久保勇弥 山田中

15千葉 翔太 愛宕中

16田 中 義続 富沢中

17立花 悠成 中田中

18佐藤 寿哉 茂庭台中

19赤井澤眺大長町中

20日 下 廉  山田中

21後藤 瑞生 西多賀中

22山田央一郎 郡山中

23露無 遥己 富沢中

24庄子 和喜 富沢中

25鈴木 湊大 柳生中

26川村 奏毅 中国中

27鈴木 駿斗 秋保中

28加藤 真優 長町中

29鎌田 雅年 山田中

30小関 匠  中国中

31小野寺 凛 富沢中

32遠藤 浩宣 柳生中

33千葉 大雅 西多賀中

34黒田愁哉 山田中

35笹倉 陽諒 郡山中

36細川 望  八木山中
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那須 大輝 富沢中   37

高橋 陸 秋保中   38

紺野 陸斗 中田中   39

荒木 直優 柳生中   40

畠山稜空 山田中   41

都築 玄清 西多賀中  42

今 蒼泉  山田中   43

佐藤 友哉 長町中   44

及川 泰樹 富沢中   45

須藤 大雅 愛宕中   46

奥海 大旗 八木山中  47

熊谷 慧  柳生中   48

須藤 礼雅 茂庭台中  49

安本 藍  長町中   50

加藤 陽太 山田中   51

山本 真大 西多賀中  52

石垣由太郎 富沢中   53

西田琳大郎 郡山中    54

大野 漱斗 柳生中   55

阿部 武琉 富沢中   56

寺鳴 智ilS長町中   57

柿崎 竜輝 山田中   58

松浦 蒼空 郡山申   59

小野 優月 八木山中   60

伊藤 啓太 秋保 中   61

松村 宙  西多賀中   62

氏家 大輝 中田中   63

小池 那知 西多賀 中   64

関谷 悠翔 柳生中   65

野田 陸斗 富沢中    66

玉川 雄大 郡山中   67

武 田 千輝 長町中    68

齋藤 駿明 中田中   69

5FT部 恭大 柳生中   70

吉田 琉成 愛宕中   71

大野 優斗 山田中   72



中学2年女子シングルス

1角藤美佐希 秋保中

2酒井 日葉李 富沢中

3猪俣 柚月 八木山中

4小り‖碧唯 西多賀中

5大里 愛 柳生中

6川村 早映 柳生中

7松田 夏海 西多賀中

8人巻 結恵 富沢中

9下山 澪  富沢中

10鈴木 璃泉 柳生中

11佐 木々桜子 長町中

12純浦千華乃 富沢中

13櫻井 愛花 長町中

14竹内 まつリノし木山中

15員 山笑理 柳生中

16渡邊 萌香 西多賀中

17高橋 香好 八木山中

18但木 美結 富沢中

19内 田弥月 西多賀中

20川 井 実柚 富沢中

21阿部 美咲 柳生中
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鈴木 優瞳 秋保中   22

自石 実々 柳生中   23

佐 木々優凪 富沢中    24

山崎 真央 宮沢中   25

小野紗江子 長町中    26

横尾 汐織 柳生中   27

大城 心愛 秋保中   28

大河内さくらノし本山中   29

佐藤 陽日 富沢中    30

熊谷 倖乃 長町中   31

人木沼真琴 西多賀中   32

秋葉 真琴 人木山中  33

佐藤 杏華 富沢中   34

落合 紫音 秋保中   35

大泉 花梨 西多賀中  36

佐藤 こころ柳生中    37

三浦 和奏 富沢申   38

齋藤 由菜 柳生中   39

那須 梓未 富沢中   40

城前 麻夕 富沢中   41

大友 千尋 西多賀中  42

樫崎 歌 長町中   43



中学1年男子シングルス

1星 晴智  中田中

2棘 林風芽 愛宕中

3木村 諒介 長町中

4柴田康生 富沢中

5赤木 天馬 郡山中

6我妻 大世 西多賀中

7下山 稀以 山田中

8遠藤 琉衣 山田中

9松本 楓雅 郡山中

10籠倉 大地 柳生中

11川股 優真 長町中

12沼 田龍之介 秋保中

13大木 颯真 富沢中

14片岡 宏太 郡山中

15菅原 悧空 柳生中

16平井 陽海 富沢中

17三浦 愛登 八木山中

18目 黒 流唯 茂庭台中

19土井 一陽 山田中

20鈴木 潤生 富沢中

21芳賀 翔太 郡山中

22藤原 颯太 山田中

23畠 山 暖汰 富沢中

24根本 賢 愛宕中

25奥 崇汰  秋保中

26佐々木 朔 西多賀申

27前川 文亮 長町中

小沼 零  茂庭台中

杉山 滉季 山田中

渡邊 健太 富沢中

桐生 誠也 富沢中

今村 謙心 郡山中

菱沼 奏音 西多賀中

高橋 陸斗 長町中

野田 日向 愛宕中

大脇 吏央 富沢中

安部 透馬 長町中

赤間 慧士 山田中

澤山 大夢 郡山中

葛西 孝紀 柳生中

丹野 史聖 秋保中

竹田 暁基 八木山中

原口結人 富沢中

伊東 優  中田中

阿部 凌太 郡山中

柏村 璃空 山田中

畠山 凌来 西多賀中

千葉 太馳 富沢中

伏見 大輝 山田中

林 新太  郡山中

栗林 晃琉 長町中

岩佐 璃叶 郡山中

大滝 海翔 秋保中

大里 蓮 柳生中
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中学1年女子シングルス

1阿部 栞奈 柳生中

2佐伯 寧音 西多賀中

3立花 美優 中田中

4渡田菜 美々 長町中

5坂下 和瑚 富沢中

6高橋 里瑠 柳生中

7小野 夢佳 長町中

8庄司 雛菜 富沢中

9佐藤 椋菜 西多賀中

10小澤明日香 八木山中

11鈴木 花佳 長町中

12千葉 春奈 八木山中

13小林 実加 柳生中

14早藤 里桜 中田中

15加藤 芽唯 長町申

16齋藤 凛  柳生中

17佐 木々萌乃 富沢中

18伊藤 愛  西多賀中

19高屋 奈月 ノヽ木山中

20板橋 真花 長町中

21高橋 茉愛 柳生中

22丹野 優羽 富沢中

23橘 心海  秋保中

藤島いずみ 富沢中

木村 暁 長町中

氏家 比菜 西多賀中

清野 華矢 八木山中

小澤 梨乃 中田中

舛澤 咲那 柳生中

佐藤 芽唯 長町中

菊地 かの 柳生中

佐々木 舞 八木山中

細嶋 咲織 柳生中

富永 恵理 富沢中

三階堂千星 西多賀中

小野あみん 中国中

上杉 美夢 富沢中

工藤悠季菜 長町中

天内 望  長町中

村上 悠名 柳生中

後藤 妃奈 秋保中

r・T部 好栞 柳/L中

細淵 祐希 富沢中

菅原 夏姫 西多賀中

岩槻 凪  八木山中

徳光 まりな長町中
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