
【団　　　　体】

第 1 位 第 2 位

男 玉　川 　（宮　城） 山　目  （岩　手） 八木山 （宮　城）

女 福島四   （福　島） 茂庭台 （宮　城） 階　上 　（青　森）

男 滝沢南 　（岩　手） 八　幡　（山　形） 白石東  （宮　城）

女 郡山七　（福　島） 秋田泉　（秋　田） 白石東  （宮　城）

男 梁　川　（福　島） 大館一　（秋　田） 東北学院　（宮　城） 鶴岡一　（山　形）

女 鶴岡三　（山　形） 山形二　（山　形） 金ヶ崎　（岩　手） 土　崎　（秋　田）

男 青森山田　（青　森） 秋田東　（秋　田） 郡山二　（福　島） 五城目　（秋　田）

女 青森山田　（青　森） 本宮一　（福　島） 弘前三　（青　森） 河　北　（山　形）

男 会津若松三（福　島） 津　軽　（青　森） 山形六　（山　形） 柳　生　（宮　城）

女 平　鹿　（秋　田） 羽　黒　（山　形） 三　戸　（青　森） 角　館　（秋　田）

男 磯　部　（福　島） 尚　英　（福　島） 山形六　（山　形） 紫波一　（岩　手）

女 渡　利　（宮　城） 山形六　（山　形） 聖霊付　（秋　田） 一　迫　（宮　城）

サ　ッ　カ　ー 男 青森山田　（青　森） 北上南　（岩　手） 中村一　（福　島） 北松園　（岩　手）

男 郡山六　（福　島） 本荘北　（秋　田） 本荘東 （秋　田） 古川東　（宮　城）
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男 郡山六 （福 島） 本荘北 （秋 田） 本荘東 （秋 田） 古川東 （宮 城）

女 松　島　 （宮　城） 前　沢  （岩　手） 羽　黒　（山　形） 御野場　（秋　田）

男 小名浜一　（福　島） 勝　平　（秋　田） 御野場　（秋　田） 東根一　（山　形）

女 五所川原一　（青　森） 土　崎　（秋　田） 山　辺　（山　形） 須賀川三　（福　島）

男 平  二　（福　島） 大　間　(青　森） 遊　佐　(山　形） 花巻北　（岩　手）

女 飯　島　（秋　田） 遊　佐　（山　形） 弘前三　（青　森） 天　王　（秋　田）

相　　　　撲 男 鶴岡二　（山　形） 大　槌　（岩　手） 森　田　（青　森） 井　川　（秋　田）

男 富岡一　（福　島） 聖ウルスラ英智（宮　城） 東　和　（福　島） 山形二　（山　形）

女 聖ウルスラ英智（宮　城） 富岡一　（福　島） 天童二　（山　形） 南　方　（宮　城）

軟　式　野　球 男 中央台南　（福　島） 城　西　（岩　手） 山　田　（岩　手） しらかし台　（宮　城）

男 郡山五　（福　島） 北　信　（福　島） 平　三　（福　島）

女 　鶴岡一　（山　形） 仙台一　（宮　城） 矢本二　（宮　城）

男 御野場　（秋　田） 白河二　（福　島） 泉　　（福　島）

女 花　巻　（岩　手） 中　郷　（青　森） 雄物川　（秋　田）

男 矢　巾　（岩　手） 見前南　（岩　手） 郡山第一（福　島） 小　川　  （福　島）

女 矢　巾　（岩　手） 石　川　（福　島） 矢巾北　（岩　手） 郡山第一（福　島）
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【個　　人】

第　1　位 第　2　位

男 高橋　大和（青：青森山田） 鈴木　久登（福：藤 間） 松本　誠也（山：遊佐）

女 柑本　夏香（福：野　田）　 澤村　未歩（宮：利府西） 五十嵐美月（宮：茂庭台）

女 進藤 みのり（秋：山 王） 七尾　真結　（秋：秋田東） 深瀬　菜月　（秋：秋田泉）

男 石塚・大津（山：鶴岡一） 鈴木・真船（福：西郷二） 高橋・佐々木（宮：東北学院） 船水・渡邊（青：黒　石）

女 諸橋・佐藤（山：鶴岡三） 加藤・近藤（秋：山　王） 小野・佐藤（山：山形二） 永井・半谷（福：双　葉）

男 池田　忠功（青：青森山田） 森薗　政崇（青：青森山田） 松﨑　友佑（宮：秀光中等） 吉村　真晴（宮：秀光中等）

女 山本　怜　（青：青森山田） 石川　萌子（青：青森山田） 都築　麗未（青：青森山田） 杉本　晴奈（青：青森西）

岩崎　康介（福：四　倉） 佐藤　　均　（福：小　野） 池部　純矢（秋：勝　平） 東海林　晋（山：山大附）

丸山　勇輝（福：四　倉） 高橋　駿介（岩：江釣子） 熊坂　希（山：戸　沢） 遠藤　将己（岩：紫波一）

岩崎　奨平（岩：釜石東） 平舘　雅俊（岩：紫波二） 菅原　肇悦（秋：羽　後） 藤原　勇輝（秋：天　王）

工藤　舟人（青：青森山田） 高橋　大樹（山：山形十） 平山　慧周（岩：宮古一） 戸塚　北斗（岩：紫波一）

佐藤　正樹（福：小名浜一） 松倉剛志郎（山：楯　岡） 後藤　昂稀（山：神　町） 辻村　智　（岩：石鳥谷）

三浦　圭偉(青：青森山田） 相場　崇利(秋：御野場） 渡邉　健也(福：好　間） 室井雄太(福：喜多方一）

日下部　亮　(山：立　川) 石井　健太(秋：勝　平） 佐藤　尭　(宮：志波姫） 遠嶋　護　(青：青森山田）

大和田　巧　(福：小名浜一） 長谷　勇汰(青：青森山田） 桃井　翔太(宮：富　沢） 伊藤　友和（青：大　間）

中林 瑞穂（秋 合 川） 佐々木楓芙紀（岩 野 田） 吉田 安奈（宮 矢本 ） 小野亜香里（福 小名浜 ）

体操

女44㎏級

超

90

60

66

73

第　3　位

ソフトテニス

種　　　　　　目

卓　　　　球

新体操

柔
　
　
　
　

男50㎏級

55

81

中林　瑞穂（秋：合　川） 佐々木楓芙紀（岩：野　田） 吉田　安奈（宮：矢本一） 小野亜香里（福：小名浜二）

阿部　菜那（秋：本荘北） 阿部　京子（山：尾花沢） 柏谷　菜那（岩：山　田） 工藤　良乃（青：小　湊）

久保　晴栄（岩：石鳥谷） 加藤　美咲（秋：土　崎） 佐藤　愛里（宮：七ヶ浜） 加賀谷莉央（青：鶴　田）

渡邉亜里紗（宮：大　郷） 太田　　楓　（山：楯　岡） 佐々木伶華（秋：土　崎） 宮野　涼佳（福：小名浜二）

越川あゆみ（秋：金　浦） 渡部さくら子（山：山　辺） 佐々木伶麻（秋：土　崎） 氏家　美優（福：小名浜二）

後藤亜衣李（山：山　辺） 野田　夏海（宮：亘　理） 星川　美咲（山：金　山） 塙　　裕子（福：大　熊）

志賀　成美（福：植　田） 木村　望　（山：三　川） 村上　実希（岩：陸前高田一） 石﨑 花菜（福：会津坂下一）

男 佐々木優人（宮：南吉成） 高橋　聡　（宮：秀光中等） 小林 　中　（秋： 桜 ） 木村 光佑　（秋：大館東）

女 真壁　裕美　（秋：天　王） 桧山　沙稀　（秋：天　王） 筒井　千晶　（秋：飯　島） 菅野　優翔　（宮：河南西）

安田　 走（秋：井　川） 新保　杏也（青：鰺ヶ沢一） 小野寺拓夢　（宮：栗　駒） 斉藤　学　（岩：浄法寺）

岩間　優弥（岩：大　槻） 小山内力樹（青：森　田） 鳴海　智　（青：弘前二） 小賀坂拓也（福：松　陽）

石岡　翔　（秋：藤　里） 福士　拓也（青：十和田） 久保　裕　 （青：名　川） 長内　拓磨　（青：鶴　田）

桃田　賢斗（福：富岡一） 三上　昂紀（青：弘前一） 具志堅興祐（宮：聖ウルスラ英智） 藤野　琢人（福：富岡一）

佐藤・齋藤（福：富岡一） 平田・松居（福：富岡一） 星　・菅　野（福：東　和） 荒井　・吉川（宮：聖ウルスラ英智）

木村　百花　（福：富岡一） 大堀　優　（福：富岡一） 鳥居　彩乃（宮：聖ウルスラ英智） 後藤　彩樹（宮：聖ウルスラ英智）

早川・原田（福：富岡一） 道園・宗像（福：富岡一） 我妻　・小池（宮：聖ウルスラ英智） 伊藤・加賀（山：天童二）
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