
1R 2R SF F

宮古市 盛岡市

50

紫波町

41

宮古市 盛岡市

32 50

花巻市

50

矢巾町 花巻市

41 32

金ヶ崎町

32

盛岡市

41

北上市

32

久慈市 一関市

w.o. 32

一関市

32

久慈市 雫石町

31 41

雫石町

50

釜石市 雫石町

32 41

滝沢市

50

一関市

50

優勝　　 盛岡市

２位 雫石町

３位 一関市

13
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16

男　　　子

7

8

9

10
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雫石町

大船渡市

釜石市

滝沢市

1

久慈市

陸前高田市

2

3

4

5

6

花巻市5

3位決定戦
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12 一関市

一関市

盛岡市

Bye

紫波町

宮古市

花巻市

一戸町

金ヶ崎町

矢巾町

北上市



1R SF F

盛岡市

30

矢巾町 盛岡市

21 21

滝沢市

21

一関市 盛岡市

21 21

花巻市

21

一関市 宮古市

30 21

宮古市

21

花巻市

21

優勝　　 盛岡市

２位 宮古市

３位 花巻市

大船渡市

4

宮古市

5

花巻市6

6 花巻市

女　　　子

1 盛岡市

2

3 八幡平市

7 一関市

8

矢巾町

滝沢市

3位決定戦

4 滝沢市



1回戦 1回戦

紫波町 ４-１ 宮古市 花巻市 ５-０ 一戸町

1 渡邉賢司 木澤英樹 1 佐藤祐司 小石川征史

平間浩寿 荒澤秀昭 乙部　陸 細川勝人

2 谷地舘　悟 大井義憲 2 佐藤孝祐 後藤信明

庄野　潤 横田泰明 木村脩斗 岩﨑裕樹

3 シングルスNo.3 尾崎神太郎 60 松本弘之 3 シングルスNo.3 坂本典之 62 細川匠人

4 シングルスNo.2 岩原辰弘 64 伊藤　克 4 シングルスNo.2 佐藤慶一 60 國分隆史

5 シングルスNo.1 亀掛川恵一 16 佐藤光信 5 シングルスNo.1 鈴木悠也 61 川原淳一

1回戦 1回戦

金ヶ崎町 ３-２ 矢巾町 北上市 ３-２ 久慈市

1 小原辰典 鈴木一孝 1 鈴木繁宏 新山政行

高橋研二 熊谷　徹 高橋信考 泉田信一

2 志賀弘基 高橋義人 2 高峯　誠 上山　斉

小野寺　保 羽上正幸 栁　振一郎 新山明彦

3 シングルスNo.3 関原裕二 26 川村博幸 3 シングルスNo.3 小原紀実 06 八木橋寿海

4 シングルスNo.2 中山理意知 62 小寺晋一 4 シングルスNo.2 仙福拓海 46 石橋直哉

5 シングルスNo.1 鈴木啓司 62 和合　健 5 シングルスNo.1 吉田　健 61 工藤多喜男

1回戦 1回戦

陸前高田市 ２-３ 一関市 雫石町 ５-０ 大船渡市

1 藤原秀平 小野寺圭吾 1 土樋　徹 金野清人

藤原一政 高橋成希 菊池武彦 曽我　武

2 大和田　司 岩井　源 2 林　晋史 村上　満

及川清見 新沼拓馬 桂　功吏 梅沢良一

3 シングルスNo.3 菊池敬一 06 望月雄大 3 シングルスNo.3 谷地隼人 60 金野克宏

4 シングルスNo.2 麓　隆一 63 菊池勝浩 4 シングルスNo.2 佐々木俊輔 60 古坐一茂

5 シングルスNo.1 大友章一 06 藤村脩平 5 シングルスNo.1 土樋　迅 60 森　友彦

1回戦 2回戦

釜石市 ０-５ 滝沢市 盛岡市 ５-０ 紫波町

1 菊池文夫 工藤英司 1 伊藤研治 渡邉賢司

向野修得 浦島貴之 南幅友樹 平沼大助

2 佐々木秀樹 細川武雄 2 武藤　諭 谷地舘　悟

森谷尚光 松本　理 十和田　潤 庄野　潤

3 シングルスNo.3 佐々木　満 16 川村祐貴 3 シングルスNo.3 鎌田吉久 62 尾崎神太郎

4 シングルスNo.2 千田拓洋 26 柳田直人 4 シングルスNo.2 橋浦哲哉 60 岩原辰弘

5 シングルスNo.1 山野目　健 06 伊藤悠馬 5 シングルスNo.1 太田屋遼介 62 亀掛川恵一

２回戦 ２回戦

花巻市 ３-２ 金ヶ崎町 北上市 ２-３ 一関市

1 佐藤孝祐 小原辰典 1 鈴木繁宏 佐々木裕一

木村脩斗 高橋研二 高橋信考 櫻井　陽

2 乙部　陸 志賀弘基 2 高峯　誠 岩井　源

佐藤祐司 小野寺　保 栁　振一郎 新沼拓馬

3 シングルスNo.3 坂本典之 76（3） 関原裕二 3 シングルスNo.3 小原紀実 06 藤村脩平

4 シングルスNo.2 佐藤慶一 36 中山理意知 4 シングルスNo.2 仙福拓海 36 望月雄大

5 シングルスNo.1 鈴木悠也 36 鈴木啓司 5 シングルスNo.1 吉田　健 62 菊池勝浩

ダブルスNo.2 63 ダブルスNo.2 16

ダブルスNo.1 62 ダブルスNo.1 63

ダブルスNo.2 06 ダブルスNo.2 63

ダブルスNo.1 46 ダブルスNo.1 61

ダブルスNo.2 61 ダブルスNo.2 62

ダブルスNo.1 26 ダブルスNo.1 61

ダブルスNo.2 62 ダブルスNo.2 60

ダブルスNo.1 46 ダブルスNo.1 75
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ダブルスNo.2 61

ダブルスNo.1 60

ダブルスNo.2

ダブルスNo.1

64

63



２回戦

雫石町 ４－１ 滝沢市

1 谷地隼人 工藤英司

谷地正人 佐藤晴彦

2 林　晋史 浦島貴之

桂　功吏 松本　理

3 シングルスNo.3 土樋　迅 60 川村祐貴

4 シングルスNo.2 土樋　徹 06 柳田直人

5 シングルスNo.1 佐々木俊輔 62 伊藤悠馬

SF SF

盛岡市 ５-０ 花巻市 一関市 １－４ 雫石町

1 武藤　諭 佐藤祐司 1 新沼拓馬 谷地隼人

十和田　潤 乙部　陸 時田道明 菊池武彦

2 鎌田吉久 木原陸玖 2 佐々木裕一 林　晋史

橋浦哲哉 佐藤孝祐 櫻井　陽 桂　功吏

3 シングルスNo.3 太田屋遼介 63 木村脩斗 3 シングルスNo.3 菊池勝浩 26 土樋　迅

4 シングルスNo.2 田村直賢 60 鈴木悠也 4 シングルスNo.2 望月雄大 62 土樋　徹

5 シングルスNo.1 吉田　皓 62 佐藤慶一 5 シングルスNo.1 藤村脩平 46 佐々木俊輔

F 3位決定戦

盛岡市 ４-１ 雫石町 花巻市 ０-５ 一関市

1 武藤　諭 土樋　徹 1 佐藤祐司 新沼拓馬

十和田　潤 谷地隼人 乙部　陸 時田道明

2 鎌田吉久 林　晋史 2 木原陸玖 佐々木裕一

橋浦哲哉 桂　功吏 佐藤孝祐 櫻井　陽

3 シングルスNo.3 太田屋遼介 63 佐々木俊輔 3 シングルスNo.3 木村脩斗 26 菊池勝浩

4 シングルスNo.2 田村直賢 62 菊池武彦 4 シングルスNo.2 鈴木悠也 26 望月雄大

5 シングルスNo.1 吉田　皓 61 土樋　迅 5 シングルスNo.1 佐藤慶一 36 藤村脩平

コンソレ１回戦 コンソレ１回戦

一戸町 １-４ 矢巾町 大船渡市 2-3 釜石市

1 小石川征史 高橋義人 1 金野清人 佐々木秀樹

細川勝人 羽上正幸 梅沢良一 佐々木　満

2 後藤信明 鈴木一孝 2 村上　満 菊池文夫

岩﨑裕樹 熊谷　徹 金野克宏 森谷尚光

3 シングルスNo.3 細川匠人 46 和合　健 3 シングルスNo.3 大坪幸弘 36 向野修得

4 シングルスNo.2 國分隆史 16 小寺晋一 4 シングルスNo.2 古坐一茂 62 山野目　健

5 シングルスNo.1 川原淳一 16 川村博幸 5 シングルスNo.1 森　友彦 16 千田拓洋

コンソレ２回戦 コンソレ２回戦

宮古市 ３-２ 矢巾町 久慈市 ３-１ 釜石市

1 大井義憲 和合　健 1 新山政行 森谷尚光

横田泰明 熊谷　徹 上山　斉 菊池文夫

2 木澤英樹 高橋義人 2 泉田信一 山野目　健

佐藤光信 羽上正幸 工藤多喜男 佐々木秀樹

3 シングルスNo.3 伊藤　克 64 川村博幸 3 シングルスNo.3 八木橋寿海 60 佐々木　満

4 シングルスNo.2 松本弘之 64 小寺晋一 4 シングルスNo.2 新山明彦 35打切り 千田拓洋

5 シングルスNo.1 山田八百 06 鈴木一孝 5 シングルスNo.1 石橋直哉 61 向野修得

ダブルスNo.2 63

ダブルスNo.1 63

ダブルスNo.2 16 ダブルスNo.2 36

ダブルスNo.1 64 ダブルスNo.1 26

ダブルスNo.2 61 ダブルスNo.2 06

ダブルスNo.1 60 ダブルスNo.1 26

ダブルスNo.2 64

ダブルスNo.1 36

ダブルスNo.2 46

ダブルスNo.2 16

ダブルスNo.1 61

ダブルスNo.1 60

ダブルスNo.2 75

ダブルスNo.1 16



1回戦 1回戦

盛岡市 ３-0 矢巾町 八幡平市 １-2 滝沢市

1 菅沼和子 澤村瑞穂 1 小野寺咲紀 武田裕香

小野寺晶子 藤島亜希 小野寺つや子 武田愛奈香

2 水吉萌香 三又朋子 2 伊藤泰子 熊谷茉央

佐藤友美 福原聖子 畠山ひろみ 岩﨑詩穂

3 シングルスNo.1 立花さくら 61 菊池　虹 3 シングルスNo.1 松浦千香子 06 小森愛香

1回戦 1回戦

大船渡市 １-２ 花巻市 一関市 １-２ 宮古市

1 太田育子 佐々木奈津枝 1 須藤智織 大川原昭子

伊藤雅江 重茂真樹 土橋七瀬 鳥居可奈江

2 栗村由美 杉村幸苗 2 木村育子 木澤奈美

金野幸恵 菅野春美 山田恵子 高坂由子

3 シングルスNo.1 伊藤雅子 06 阿部香織 3 シングルスNo.1 照井美香 60 横田みなよ

SF SF

盛岡市 ２-１ 滝沢市 花巻市 １-２ 宮古市

1 堀切眞貴子 熊谷茉央 1 阿部香織 鳥居可奈江

小野寺晶子 岩﨑詩穂 菅野春美 木澤奈美

2 水吉萌香 工藤恵理 2 杉村幸苗 加藤静子

佐藤友美 武田愛奈香 重茂真樹 平山千恵子

3 シングルスNo.1 立花さくら 62 小森愛香 3 シングルスNo.1 畑中弘子 06 大川原昭子

F ３位決定戦

盛岡市 ２-１ 宮古市 滝沢市 １-２ 花巻市

1 堀切眞貴子 木澤奈美 1 小森愛香 杉村幸苗

菅沼和子 鳥居可奈江 岩﨑詩穂 重茂真樹

2 水吉萌香 大川原昭子 2 工藤恵理 佐々木奈津枝

佐藤友美 高坂由子 武田愛奈香 阿部香織

3 シングルスNo.1 立花さくら 62 横田みなよ 3 シングルスNo.1 熊谷茉央 62 菅野春美

コンソレSF コンソレSF

矢巾町 ２-１ 八幡平市 大船渡市 ０-３ 一関市

1 三又朋子 伊藤泰子 1 太田育子 阿部裕美子

福原聖子 松浦千香子 伊藤雅江 土橋七瀬

2 澤村瑞穂 小野寺咲紀 2 栗村由美 木村育子

藤島亜希 畠山ひろみ 伊藤雅子 山田恵子

3 シングルスNo.1 菊池　虹 60 小野寺つや子 3 シングルスNo.1 金野幸恵 16 照井美香

コンソレF

矢巾町 １-２ 一関市

1 三又朋子 阿部裕美子

福原聖子 土橋七瀬

2 澤村瑞穂 木村育子

藤島亜希 山田恵子

3 シングルスNo.1 菊池　虹 26 照井美香

ダブルスNo.1 16

ダブルスNo.2 63

ダブルスNo.2 75 ダブルスNo.2 46

ダブルスNo.1 36 ダブルスNo.1 16

ダブルスNo.2 36 ダブルスNo.2 06

ダブルスNo.1 61 ダブルスNo.1 16

46ダブルスNo.161ダブルスNo.1

ダブルスNo.2 16 ダブルスNo.2 26

ダブルスNo.1 60 ダブルスNo.1 60

ダブルスNo.2 62 ダブルスNo.2 16

ダブルスNo.1 06 ダブルスNo.1 46

ダブルスNo.2 61 ダブルスNo.2 64
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