
第28回　秋田県ジュニアテニス選手権大会　参加者リスト

シングルス

【女子12才以下】 【男子12才以下】
1 泉　穂乃花 ﾌｧﾝｷｰTA 1 伊藤　優志 ﾌｧﾝｷｰTA
2 伊藤　矢姫 AAC 2 大山　智也 AAC
3 大宮　涼花 山王TC 3 小林　暖大 ﾌｧﾝｷｰTA
4 金田　莉里 昭和JTC 4 佐野　涼真 ＡＡＣ
5 小池　萌可 昭和JTC 5 鈴木　龍河 桜FⅡ
6 櫻田　知奈 ﾌｧﾝｷｰTA 6 戸田　久晶 ﾌｧﾝｷｰTA
7 佐々木　実夕 ﾌｧﾝｷｰTA 7 野坂　迅 ﾌｧﾝｷｰTA
8 佐藤　来愛 ﾌｧﾝｷｰTA 8 原田　悠雅 ﾌｧﾝｷｰTA
9 平野　実里 ＡＡＣ 9 深井　聡輔 ﾌｧﾝｷｰTA

10 藤原　聖司 ゼビオTC
11 三浦　凪人 AAC
12 美作　匠人 ﾌｧﾝｷｰTA
13 宮越　海成 AAC
14 持石　祥平 山王TC
15 渡邉　慧士 AAC
16 渡部　圭翔 ﾌｧﾝｷｰTA

【女子14才以下】 【男子14才以下】
1 伊藤　楓 B.I.TENNIS 1 五十嵐　駿介 ﾌｧﾝｷｰTA
2 伊藤　優花 B.I.TENNIS 2 伊藤　大稀 ゼビオTC
3 鈴木　彩水 AAC 3 大宮　拓巳 山王TC
4 高橋　佑奈 ﾌｧﾝｷｰTA 4 笠井　玄 山王TC
5 吉田　杏実 ＡＡＣ 5 下山　巧真 ﾌｧﾝｷｰTA
6 鎌田　愛莉 ＡＡＣ 6 佐々木　啓吾 山王TC

7 野坂　郷 ﾌｧﾝｷｰTA



【女子16才以下】 【男子16才以下】
1 石郷岡　雅 秋商高 1 赤川　佳佑 由利工高
2 市川　夏実 秋商高 2 鐙　健吾 ﾌｧﾝｷｰTA
3 伊藤　桜 秋工高 3 阿部　晃弥 秋田高
4 越前　陽花 秋商高 4 池田　海斗 由利工高
5 大島　美里 B.I.TENNIS 5 泉　晴大 秋田高
6 佐藤　日菜 秋商高 6 伊藤　大貴 秋田高
7 鎌田　夏波 ﾌｧﾝｷｰTA 7 上田　悠宇杜 秋田高
8 佐藤　楓花 秋商高 8 宇佐美　大成 秋商高
9 澤木　遥伽 秋商高 9 金子　斗真 秋田高

10 高橋　綾音 秋商高 10 小松　丈流 明桜高
11 土橋　礼佳 秋田高専 11 菅原　宥介 AAC
12 丸山　佳愛 AAC 12 高田　海斗 秋田高
13 原　未優 聖霊高 13 高橋　京平 秋商高
14 川邉　愛美 聖霊高 14 辰　翔太朗 秋田高
15 冨樫　な々子 聖霊高 15 田中　翔馬 秋商高
16 佐藤　柚希 聖霊高 16 富樫　陸斗 由利工高
17 松本　美智瑠 聖霊高 17 豊嶋　紀之 秋田北高
18 片山　緋彩 秋工高 18 豊田　瑛 秋田高

19 夏井　福太 秋田高専　
20 福士　聖也 由利工高
21 藤嶋　誉 秋田高
22 船木　蒼太 秋田高
23 堀川　佳大 秋田西中
24 渡部　天翔 秋田高
25 岩澤　拓也 秋商高
26 持石　和弥 秋商高
27 石井　智也 秋商高
28 平元　祥椰 秋田高
29 成田　翔 由利工高



【女子18才以下】 【男子18才以下】
1 鐙　真穂 秋商高 1 五十嵐　諭史 秋田高専
2 新井　美羽 秋商高 2 伊藤　遼平 明桜高
3 五十嵐　千夏 秋田高専 3 伊藤　海斗 秋商高
4 石井　瑠菜 秋商高 4 伊藤　悠 秋工高
5 伊藤　優那 秋商高 5 伊藤　悠斗 秋田高
6 宇佐美　遥菜 秋商高 6 稲垣　光介 秋商高
7 加藤　沙理 秋商高 7 佐藤　江 秋工高
8 佐藤　真実 秋田高専 8 大谷　鴻一 秋田高
9 鈴木　果歩 秋商高 9 岡竹　馨 秋田高

10 鈴木　夏未 秋商高 10 小熊　涼太 秋田高
11 田中　萌々子 秋商高 11 小野　健太 秋工高
12 原田　優里 秋工高 12 梶原　直弥 由利工高
13 平川　聖菜 秋商高 13 加藤　希望 明桜高
14 堀井　遥花 秋工高 14 門間　寛人 由利工高
15 渡辺　理沙 秋商高 15 金子　裕哉 由利工高
16 武山　佳奈 聖霊高 16 金子　健太 由利工高
17 長山　可奈子 聖霊高 17 金　涼太 秋工高
18 堀井　ともみ 聖霊高 18 熊地　圭祐 秋工高
19 加藤　絵里奈 聖霊高 19 坂本　英駿 秋田高
20 齋藤　芽衣 聖霊高 20 佐々木  駿 秋商高
21 泉　かえで 聖霊高 21 佐々木　将馬 秋工高
22 能登屋　奈美 聖霊高 22 佐々木　翔真 明桜高
23 高橋　希美 聖霊高 23 佐々木　大河 由利工高
24 松山　奈央 聖霊高 24 佐々木　悠太 秋工高
25 高橋　日向 由利工高 25 佐々木　蒼太 秋工高
26 小笠原　奏 秋商高 26 佐々木　洸大 秋商高

27 佐々木　長瑠 秋田高
28 佐藤　将汰 秋商高
29 佐藤　直人 由利工高
30 佐藤　匡 秋工高
31 佐藤　優稀 秋田高
32 清水川　稜二 秋商高
33 進藤　新樹 明桜高
34 鈴木　翼 秋工高
35 鈴木　輝 由利工高
36 高嶋 晟太郎 新屋高
37 塚本　光樹 秋商高
38 土田　光 秋商高
39 林　晃佑 秋工高
40 三浦　幸貴 秋商高
41 三輪　航大 秋工高
42 向川　靖幸 秋商高
43 渡部　勇喜 秋工高
44 赤石　陸人 秋工高
45 佐藤　涼 新屋高



ダブルス

【女子12才以下】
1 佐々木　実夕 ﾌｧﾝｷｰTA 泉　穂乃花 ﾌｧﾝｷｰTA
2 金田　莉里 昭和JTC 小池　萌可 昭和JTC
3 佐藤　来愛 ﾌｧﾝｷｰTA 櫻田　知奈 ﾌｧﾝｷｰTA

【女子14才以下】
1 伊藤　楓 B.I.TENNIS 高橋　佑奈 ファンキーTA
2 鈴木　彩水 AAC 吉田　杏実 AAC

※東北大会推薦決定となりますが、順位決定戦を行います。

【女子16才以下】
1 丸山　佳愛 AAC 大島　美里 B.I.TENNIS
2 鎌田　夏波 ﾌｧﾝｷｰTA 土橋　礼佳 秋田高専
3 澤木　遥伽 秋商高 市川　夏実 秋商高
4 高橋　綾音 秋商高 佐藤　日菜 秋商高
5 佐藤　楓花 秋商高 越前　陽花 秋商高
6 冨樫　な々子 聖霊高 佐藤　柚希 聖霊高
7 原　未優 聖霊高 川邉　愛美 聖霊高
8 片山　緋彩 秋工高 伊藤　桜 秋工高

【女子18才以下】
1 五十嵐　千夏 秋田高専 堀井　遥花 秋田高専
2 宇佐美　遥菜 秋商高 田中　萌々子 秋商高
3 伊藤　優那 秋商高 加藤　沙理 秋商高
4 鐙　真穂 秋商高 石井　瑠菜 秋商高
5 原田　優里 秋工高 高橋　日向 由利工高
6 新井　美羽 秋商高 渡辺　理沙 秋商高
7 鈴木　果歩 秋商高 小笠原　奏 秋商高
8 佐藤　真実 秋田高専 佐々木　菜穂 秋田高専
9 平川　聖菜 秋商高 鈴木　夏未 秋商高

10 泉　かえで 聖霊高 松山　奈央 聖霊高
11 齋藤　芽衣 聖霊高 高橋　希美 聖霊高
12 武山　佳奈 聖霊高 加藤　絵里奈 聖霊高
13 堀井　ともみ 聖霊高 長山　可奈子 聖霊高



【男子12才以下】
1 伊藤　優志 ﾌｧﾝｷｰTA 戸田　久晶 ﾌｧﾝｷｰTA
2 佐野　涼真 ＡＡＣ 鈴木　龍河 桜FⅡ
3 小林　暖大 ﾌｧﾝｷｰTA 美作　匠人 ﾌｧﾝｷｰTA
4 渡部　圭翔 ﾌｧﾝｷｰTA 深井　聡輔 ﾌｧﾝｷｰTA
5 野坂　迅 ﾌｧﾝｷｰTA 原田　悠雅 ﾌｧﾝｷｰTA

【男子14才以下】
1 五十嵐　駿介 ﾌｧﾝｷｰTA 野坂　郷 ﾌｧﾝｷｰTA
2 下山　巧真 ﾌｧﾝｷｰTA 伊藤　大稀 ゼビオTC

※東北大会推薦決定となりますが、順位決定戦を行います。

【男子16才以下】
1 阿部　晃弥 秋田高 上田　悠宇杜 秋田高
2 伊藤　大貴 秋田高 藤嶋　誉 秋田高
3 高橋　京平 秋商高 宇佐美　大成 秋商高
4 高田　海斗 秋田高 泉　晴大 秋田高
5 石井　智也 秋商高 田中　翔馬 秋商高
6 持石　和弥 秋商高 岩澤　拓也 秋商高
7 赤川　佳佑 由利工高 池田　海斗 由利工高
8 鐙　健吾 ﾌｧﾝｷｰTA 菅原　宥介 AAC
9 富樫　陸斗 由利工高 成田　翔 由利工高

10 豊田　瑛 秋田高 船木　蒼太 秋田高
11 豊嶋　紀之 秋田北高 小松　丈流 明桜高
12 平元　祥椰 秋田高 辰　翔太朗 秋田高

【男子18才以下】
1 伊藤　悠 秋工高 佐々木　悠太 秋工高
2 稲垣　光介 秋商高 向川　靖幸 秋商高
3 岡竹　馨 秋田高 伊藤　悠斗 秋田高
4 加藤　希望 明桜高 鈴木　輝 由利工高
5 梶原　真弥 由利工高 金子　裕哉 由利工高
6 金　涼太 秋工高 林　晃佑 秋工高
7 熊地　圭祐 秋工高 佐藤　江 秋工高
8 佐々木  駿 秋商高 清水川　稜二 秋商高
9 佐々木　蒼太 秋工高 今野　充基 秋工高

10 佐々木　長瑠 秋田高 小熊　涼太 秋田高
11 佐々木　洸大 秋商高 伊藤　海斗 秋商高
12 佐藤　将汰 秋商高 三浦　幸貴 秋商高
13 佐藤　直人 由利工高 佐々木　大河 由利工高
14 進藤　新樹 明桜高 佐々木　翔真 明桜高
15 赤石　陸人 秋工高 三輪　航大 秋工高
16 大谷　鴻一 秋田高 坂本　英駿 秋田高
17 塚本　光樹 秋商高 土田　光 秋商高
18 渡部　勇喜 秋工高 佐々木　将馬 秋工高
19 鈴木　翼 秋工高 小野　健太 秋工高
20 佐藤　涼 新屋高 高嶋 晟太郎 新屋高


