
1 1 小学生女子 鎌田　愛莉 AAC 勝平小学校 小6 G00208
2 2 小学生女子 渡邉　マリア ファンキーTA 秋田大学附属小学校 小6 G00270
3 3 小学生女子 鎌田　侑那 昭和ジュニアテニスクラブ 天王小学校 小6 G00374
4 4 小学生女子 金田　莉里 昭和ジュニアTC 潟上市立大豊小学校 小5 G00350
5 5 小学生女子 櫻田　知奈 ファンキーTA 秋大附属小学校 小5 B00411
6 6 小学生女子 伊藤　優花 B.I.TENNIS 大住小学校 小6 G00417
7 7 小学生女子 佐藤　来愛 ファンキーTA 秋田市立桜小学校 小5 G00408
8 8 小学生女子 藤原　千鶴 昭和ジュニアTC 潟上市立天王小学校 G00375
9 1 小学生男子 下山　巧真 ファンキーテニスアカデミー 秋田大学附属小学校 小6 B00275
10 2 小学生男子 原田　悠雅 ﾌｧﾝｷｰﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 秋田大学教育文化学部付属小学校 B00351
11 3 小学生男子 野坂　迅 ファンキーテニスアカデミー 保戸野小学校 小5 M00304
12 4 小学生男子 佐野　涼真 秋田アスレティッククラブ 日新小学校 小5 B00212
13 5 小学生男子 渡部　圭翔 ファンキーＴＡ 秋田東小学校 小4 Ｂ00409
14 6 小学生男子 深井　聡輔 ファンキーTA 秋田大学教育文化学部附属小学校 小5 B00707
15 7 小学生男子 高橋　達哉 ファンキーテニスアカデミー 秋田市立桜小学校 小6 B00273
16 8 小学生男子 鈴木　龍珂 桜FⅡ 桜小 小5 B00349
17 1 中学生女子 大島　美里 B.I.TENNIS 山王中学校 中2 G00005
18 2 中学生女子 吉田　杏実 ＡＡＣ 天王南中学校 中1 G00209
19 3 中学生女子 丸山　佳愛 秋田アスレティッククラブ 山王中学校 中2 Ｇ00049
20 4 中学生女子 佐藤　未羽 B.I　TENNIS 山王中学校 中1 G00261
21 5 中学生女子 鈴木　彩水 秋田アスレティッククラブ 潟上市立　天王南中学校 中1 Ｇ00220
22 6 中学生女子 高橋　佑奈 ファンキーテニスアカデミー 桜中学校 中1 G00210
23 7 中学生女子 川辺　愛美 ファンキーTA 秋田市立城東中学校 中3 G00033
24 8 中学生女子 大関　祥佳 ファンキーテニスアカデミー 勝平中学校 中2 G00039
25 9 中学生女子 伊藤　楓 昭和ジュニアテニスクラブ 潟上市立羽城中学校 中1 G00264
26 10 中学生女子 奈良　真帆 秋田山王テニス倶楽部 男鹿市立男鹿南中学校 中3 新規
27 11 中学生女子 原　未優 ファンキーテニスアカデミー 秋田市立城東中学校 中3 G00017
28 12 中学生女子 鎌田　夏波 ファンキーＴＡ 秋田市立城東中学校 中2 G00031
29 13 中学生女子 小瀧　智波 昭和ジュニアテニスクラブ 潟上市立羽城中学校 中1 G00265
30 1 中学生男子 川野辺　碧 秋田アスレティッククラブ 秋田市立御野場中学校 中3 B00018
31 2 中学生男子 夏井　福太 AAC 城南中学校 中3 B00214
32 3 中学生男子 豊嶋　紀之 秋田市立秋田東中学校 秋田市立秋田東中学校 中3 B00211
33 4 中学生男子 小松　丈流 B.I.TENNIS 秋田西中学校 中3 B00216
34 5 中学生男子 加藤　仁就 ファンキーテニスアカデミー 秋田市立城東中学 中1 B00203
35 6 中学生男子 石井　馨悟 ファンキー　ＴＡ 秋田南中学校 中2 Ｂ00050
36 7 中学生男子 野坂　郷 ファンキーテニスアカデミー 秋田東中学校 中1 B00093
37 8 中学生男子 平元　祥椰 AAC 秋田西中学校 中3 B00048
38 9 中学生男子 菅原　宥介 秋田アスレティッククラブ 秋田市立秋田南中学校 中2 Ｂ00010
39 10 中学生男子 五十嵐　駿介ファンキーテニスアカデミー 秋田市立城南中学校 中1 Ｂ00204
40 11 中学生男子 松永　幹久 ファンキーＴＡ 城東中学校 中2 B00008
41 12 中学生男子 鈴木　龍斗 B.I.TENISS 御所野学院中学校 中3 B00001
42 13 中学生男子 石井　智也 山王テニスクラブ 勝平中学校 中3 Ｂ00067
43 14 中学生男子 田中　翔馬 山王テニスクラブ 山王中学校 中3 B00253
44 15 中学生男子 鐙　健吾 ファンキーＴＡ 城東中学校 中2 B00015
45 16 中学生男子 辰　翔太朗 秋田アスレティッククラブ 秋田大学附属中学校 中3 B00028
46 17 中学生男子 玉野　水暉 秋大附属中学校 秋大附属中学校 中2 B00066
47 18 中学生男子 伊藤　大稀 フリー 横手清陵学院中学校 中1 B00345

1 小学生女子 櫻田知奈 佐藤来愛 ファンキーTA ファンキーTA

1 小学生男子 野坂　迅 原田　悠雅 ファンキーTA ファンキーTA
2 小学生男子 深井　聡輔 渡部　圭翔 ファンキーTA ファンキーTA
3 小学生男子 高橋　達也 鈴木　龍河 ファンキーTA 桜ＦⅡ

1 中学生女子 吉田　杏実 鈴木　彩水 天王南中学校
2 中学生女子 伊藤　楓 小瀧　智波 潟上市立羽城中学校
3 中学生女子 丸山　佳愛 大島　美里 秋田市立山王中学校
4 中学生女子 原　未優 川辺　愛美 秋田市立城東中学校

1 中学生男子 小松　丈流 平元　祥椰 秋田西中学校
2 中学生男子 菅原　宥介 石井　馨悟 秋田南中学校
3 中学生男子 豊嶋　紀之 野坂　郷 秋田市立秋田東中学校
4 中学生男子 松永　幹久 鐙　健吾 城東中学校


