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種　　　　目

1 一般女子ダブルス 鳥羽　有紀 福原　聖子 6-3 猪川　優希 小野寺　咲紀

2 一般男子ダブルス 畠山　彬 藤島　航 6-2 上野　脩 高橋　涼太

3
ベテラン男子１部ダブル

ス 藤島　努 川村　博幸 6-1 伊藤　司 島田　純

4 ベテラン女子ダブルス 藤島　亜希 高橋　敦子 1-6 伊藤　泰子 畠山　ひろみ

5
ベテラン男子２部ダブル

ス 橋本　博 和合　健 4-6 三浦　達美 小野寺　道夫

6 一般女子シングルス 6-0
7 一般男子シングルス 6-1

種　　　　目

1 一般女子ダブルス 菊池　亜紀 紺野　木葉 4-6 熊谷　茉央 岩﨑　詩穂

2 一般男子ダブルス 高田　雅章 小田　翔大 4-6 柳田　直人 吉田　拓貴

3
ベテラン男子１部ダブル

ス 高橋　信考 千葉　大成 2-6 工藤　英司 松本　理

4 ベテラン女子ダブルス 妹尾　文子 菅原　あゆみ 3-6 工藤　恵理 武田　裕香

5
ベテラン男子２部ダブル

ス 小原　正寛 鈴木　繁宏 2-6 細川　武雄 藤原　治

6 一般女子シングルス 2-6
7 一般男子シングルス 7-5

種　　　　目

1 一般女子ダブルス 中川　聖子 中田　春菜 6-2 菊池　虹 小寺　杏菜

2 一般男子ダブルス 土樋　迅 佐々木　俊輔 2-6 畠山　彬 藤島　航

3
ベテラン男子１部ダブル

ス 土樋　徹 林　晋史 6-2 藤島　努 小寺　晋一

4 ベテラン女子ダブルス 大畑　京子 伊東　昭子 4-6 三又　朋子 高橋　敦子

5
ベテラン男子２部ダブル

ス 谷地　正人 菊池　武彦 3-6 橋本　博 和合　健

6 一般女子シングルス 6-7(4)
7 一般男子シングルス 4-6

小寺　杏菜 松浦　千香子

1回戦

矢巾町 6-1 八幡平市

氏　　　　　　　　　　　名 氏　　　　　　　　　　　名

藤島　航 高橋　涼太

1回戦

北上市 1-6 滝沢市

氏　　　　　　　　　　　名 氏　　　　　　　　　　　名

吉田　ひなた 岩﨑　詩穂

小田　翔大 吉田　拓貴

準決勝

雫石町 2-5 矢巾町

氏　　　　　　　　　　　名 氏　　　　　　　　　　　名

中川　聖子 小寺　杏菜

佐々木　俊輔 藤島　航



種　　　　目

1 一般女子ダブルス 熊谷　茉央 岩﨑　詩穂 6-1 佐藤　友美 立花　さくら

2 一般男子ダブルス 柳田　直人 吉田　拓貴 2-6 鎌田　吉久 武藤　諭

3
ベテラン男子１部ダブル

ス 工藤　英司 佐藤　晴彦 0-6 畠山　健 玉川　鎌市

4 ベテラン女子ダブルス 工藤　恵理 武田　裕香 1-6 木澤　奈美 堀切　眞貴子

5
ベテラン男子２部ダブル

ス 細川　武雄 藤原　治 1-6 山内　康正 花坂　昌彦

6 一般女子シングルス 1-6

7 一般男子シングルス 0-6

種　　　　目

1 一般女子ダブルス 中川　聖子 中田　春菜 4-6 熊谷　茉央 岩﨑　詩穂

2 一般男子ダブルス 土樋　迅 佐々木　俊輔 6-2 柳田　直人 吉田　拓貴

3
ベテラン男子１部ダブル

ス 土樋　徹 林　晋史 6-4 佐藤　晴彦 松本　理

4 ベテラン女子ダブルス 大畑　京子 伊東　昭子 2-6 工藤　恵理 武田　裕香

5
ベテラン男子２部ダブル

ス 谷地　正人 菊池　武彦 6-3 細川　武雄 藤原　治

6 一般女子シングルス 1-6

7 一般男子シングルス 2-6

種　　　　目

1 一般女子ダブルス 鳥羽　有紀 福原　聖子 2-6 佐藤　友美 水吉　萌香

2 一般男子ダブルス 佐藤　光信 畠山　彬 2-6 鎌田　吉久 中村　右京

3
ベテラン男子１部ダブル

ス 小寺　晋一 川村　博幸 0-6 畠山　健 玉川　鎌市

4 ベテラン女子ダブルス 三又　朋子 藤島　亜希 3-6 木澤　奈美 堀切　眞貴子

5
ベテラン男子２部ダブル

ス 橋本　博 和合　健 3-6 山内　康正 花坂　昌彦

6 一般女子シングルス 0-6

7 一般男子シングルス 0-6

滝沢市 1-6 盛岡市

準決勝

氏　　　　　　　　　　　名 氏　　　　　　　　　　　名

岩﨑　詩穂 水吉　萌香

吉田　拓貴 中村　右京

矢巾町 0-7 盛岡市

3位決定戦

雫石町 3-4 滝沢市

氏　　　　　　　　　　　名 氏　　　　　　　　　　　名

煙山　玲衣 岩﨑　詩穂

佐々木　俊輔 吉田　拓貴

決勝

氏　　　　　　　　　　　名 氏　　　　　　　　　　　名

菊池　虹 水吉　萌香

畠山　彬 中村　右京


