
第30回ジュニアテニス選手権大会　エントリーリスト
期日　：　平成29年5月27日（土）～28日（日）
場所　：　秋田県立中央公園テニスコート（20面）

１２歳以下女子シングルス

1 平野　実里 秋田アスレティッククラブ 8 清水　里緒 昭和ジュニアテニスクラブ

2 進藤　桃花 秋田アスレティッククラブ 9 原田　菜名 昭和ジュニアテニスクラブ

3 関根　舞音 秋田アスレティッククラブ 10 工藤　楓 昭和ジュニアテニスクラブ

4 伊藤　希紗 秋田アスレティッククラブ 11 佐々木　実夕 ファンキーテニスアカデミー

5 那波　碧彩 秋田アスレティッククラブ 12 佐藤　優愛 ファンキーテニスアカデミー

6 佐藤　来海 山王テニスクラブ 13 泉　穂乃花 ファンキーテニスアカデミー

7 小池　叶桜 昭和ジュニアテニスクラブ 14 泉　桃花 ファンキーテニスアカデミー

１２歳以下男子シングルス

1 大泉　恒 秋田アスレティッククラブ 6 佐藤　希 山王テニスクラブ

2 大山  智也 秋田アスレティッククラブ 7 続橋  優斗 山王テニスクラブ

3 柿田　力 秋田アスレティッククラブ 8 美作　匠人 ファンキーテニスアカデミー

4 佐藤  瑠羽 秋田アスレティッククラブ 9 野坂　条 ファンキーテニスアカデミー

5 宮越　海成 秋田アスレティッククラブ 10 渡部  圭翔 ファンキーテニスアカデミー

１４歳以下女子シングルス

1 櫻田　知奈 ファンキーテニスアカデミー 2 佐藤　来愛 ファンキーテニスアカデミー

１４歳以下男子シングルス

1 佐々木　優斗 秋田アスレティッククラブ 7 伊藤　優志 ファンキーテニスアカデミー

2 佐野　涼真 秋田アスレティッククラブ 8 小林　暖大 ファンキーテニスアカデミー

3 虻川　優太 秋田アスレティッククラブ 9 駒井　柊一郎 ファンキーテニスアカデミー

4 三浦　凪人 秋田アスレティッククラブ 10 野坂　迅 ファンキーテニスアカデミー

5 持石　祥平 山王テニスクラブ 11 深井　聡輔 ファンキーテニスアカデミー

6 畠山　晴圭 ユートピアTA

１６歳以下女子シングルス

1 鎌田  愛莉 ファンキーテニスアカデミー 6 伊藤  楓 聖霊高校

2 佐藤  柊 西目高校 7 吉田　杏実 聖霊高校

3 齋藤  萌実 西目高校 8 鈴木  彩水 聖霊高校

4 髙橋  梨瑠 西目高校 9 高橋　佑奈 聖霊高校

5 菊地  美優 秋田商業高校 10 浜口　真生 聖霊高校

11 石井　三紀子 聖霊高校

１６歳以下男子シングルス

1 佐藤  哉太 KC"S 11 宮崎  聖也 由利工業高校

2 野坂　郷 ファンキーテニスアカデミー 12 髙橋  大晟 由利工業高校

3 下山　巧真 ファンキーテニスアカデミー 13 畠山  泰珠 由利工業高校

4 伊藤  大稀 横手清陵学院高校 14 金  風雅 由利工業高校

5 浦山　凌平 秋田高校 15 小池  蒼斗 由利工業高校

6 大宮  拓巳 秋田商業高校 16 佐藤  渉月 由利工業高校

7 五十嵐  駿介 秋田商業高校 17 梶原  駿哉 由利工業高校

8 冨樫  治晟 秋田商業高校 18 奥山  雄史 由利工業高校

9 佐藤　舜介 秋田商業高校 19 小松  陽介 由利工業高校

10 伊藤　壮哉 秋田商業高校 20 齋藤  詩音 由利工業高校

※エントリー漏れや誤記等に気づいた方は、秋田県テニス協会まで連絡下さい。　ＴＥＬ．018-863-2940



１８歳以下女子シングルス

1 片山　緋彩 秋田工業高校 13 丸山　佳愛 秋田北高校

2 藤崎　麗花 秋田工業高校 14 髙橋　瑞希 西目高校

3 土橋　礼佳 秋田高専 15 伊東　日菜 西目高校

4 佐野　真彩 秋田商業高校 16 佐藤　葵 西目高校

5 大島　美里 秋田商業高校 17 成田　夕真 聖霊高校

6 市川　夏実 秋田商業高校 18 荒川　真奈 聖霊高校

7 佐藤　日菜 秋田商業高校 19 鎌田  夏波 聖霊高校

8 澤木　遥伽 秋田商業高校 20 富樫　な々子 聖霊高校

9 越前　陽花 秋田商業高校 21 松本　美智瑠 聖霊高校

10 佐藤　楓花 秋田商業高校 22 原　未優 聖霊高校

11 高橋　綾音 秋田商業高校 23 佐藤　柚希　 聖霊高校

12 吉成　遥 秋田北高校

※川邊愛美（聖霊高校）は東北春季ジュニアテニス大会準優勝により予選会免除

１８歳以下男子シングルス

1 安道　龍太郎 山王テニスクラブ 29 岩澤　拓也 秋田商業高校

2 豊嶋　紀之 秋田北高校 30 田中　翔馬 秋田商業高校

3 佐々木　綱優 秋田工業高校 31 宇佐美　大成 秋田商業高校

4 仙波　巧光 秋田工業高校 32 小松　丈流 明桜高校

5 作左部　瞬 秋田工業高校 33 玉野　水暉 明桜高校

6 吉田　歩 秋田工業高校 34 須藤　翔琉 明桜高校

7 長谷川　修介 秋田工業高校 35 長谷川　大聖 明桜高校

8 工藤　祐人 秋田工業高校 36 山本　龍磨 明桜高校

9 佐藤　秀哉 秋田工業高校 37 平野　皐貴 明桜高校

10 中嶋　俊介 秋田工業高校 38 石垣　香二朗 明桜高校

11 佐々木　大輝 秋田工業高校 39 工藤　太聖 明桜高校

12 斎藤　匠真 秋田工業高校 40 古屋 凌 明桜高校

13 黒澤　海翔 湯沢高校 41 堀川　昇磨 明桜高校

14 菅原　宥介 秋田高校 42 加藤　颯 明桜高校

15 鐙　健吾 秋田高校 43 成田　翔 由利工業高校

16 辰　翔太朗 秋田高校 44 柴田　直 由利工業高校

17 豊田　瑛 秋田高校 45 赤川　佳佑 由利工業高校

18 伊藤　大貴 秋田高校 46 富樫　陸斗 由利工業高校

19 安田　一就 秋田高校 47 佐藤　佑樹 由利工業高校

20 平元　祥椰 秋田高校 48 小川　謙太 由利工業高校

21 五十嵐　優希 秋田高校 49 金　龍弥 由利工業高校

22 夏井　福太 秋田高専 50 沼倉　滉太 由利工業高校

23 阿部　光希 秋田高専 51 齊藤　優介 由利工業高校

24 持石　和弥 秋田商業高校 52 木村　奎太 由利工業高校

25 佐藤　改 秋田商業高校 53 工藤　亮 由利工業高校

26 荻原　柊太 秋田商業高校 54 阿部　歩夢 由利工業高校

27 石井　智也 秋田商業高校 55 木村　友樹 由利工業高校

28 鈴木　悠也 秋田商業高校



１２歳以下女子ダブルス

佐々木　実夕 関根　舞音

泉　穂乃花 平野　実里

進藤　桃花

那波　碧彩

１２歳以下男子ダブルス

宮越　海成 美作　匠人

大山　智也 野坂　条

１４歳以下女子ダブルス

佐藤　来愛

櫻田　知奈

１４歳以下男子ダブルス

伊藤　優志 深井　聡輔

小林　暖大 駒井　柊一郎

佐野　涼真 秋田アスレティッククラブ 佐々木　優斗

持石　祥平 山王テニスクラブ 三浦　凪人

１６歳以下女子ダブルス

伊藤  楓 聖霊高校 吉田　杏実

鎌田  愛莉 ファンキーテニスアカデミー 鈴木  彩水

高橋　佑奈

石井　三紀子

１６歳以下男子ダブルス

下山　巧真 ファンキーテニスアカデミー 大宮　拓巳

伊藤　大稀 横手清陵学院高校 五十嵐　駿介

佐藤　舜介 高橋　大晟

冨樫　治晟 金　風雅

佐藤　渉月 梶原　駿哉

小池　蒼斗 畠山　泰珠

工藤　亮 小松　陽介

奥山　雄史 齋藤　詩音

大滝　レン

小松　周平

１８歳以下女子ダブルス

髙橋　瑞希 藤崎　麗花

伊東　日菜 片山　緋彩

佐藤　日菜 秋田商業高校 佐野　真彩

市川　夏実 石郷岡　雅

澤木　遥伽 秋田商業高校 大島　美里 秋田商業高校

越前　陽花 丸山　佳愛 秋田北高校

川邉　愛美 佐藤　楓花

鎌田  夏波 高橋　綾音

成田　夕真 原　未優

荒川　真奈 富樫　な々子

佐藤　柚希　

松本　美智瑠
11 聖霊高校

9 聖霊高校 10 聖霊高校

西目高校

5 6

7 聖霊高校 8 秋田商業高校

1 2 秋田工業高校

3 4 秋田商業高校

9

秋田商業高校

由利工業高校

由利工業高校

由利工業高校

5 6 由利工業高校

7 8 由利工業高校

1 2 秋田商業高校

3 4 由利工業高校

1 2 聖霊高校

3 聖霊高校

ファンキーテニスアカデミー

3 4 秋田アスレティッククラブ

2

1 ファンキーテニスアカデミー

1 ファンキーテニスアカデミー 2

ファンキーテニスアカデミー

1 ファンキーテニスアカデミー

2 秋田アスレティッククラブ

3 秋田アスレティッククラブ

1 秋田アスレティッククラブ



１８歳以下男子ダブルス

仙波　巧光 吉田　歩

佐々木　大輝 長谷川　修介

佐々木　綱優 工藤　祐人

作左部　瞬 中嶋　俊介

佐藤　秀哉 辰　翔太朗 秋田高校

斎藤　匠真 豊嶋　紀之 秋田北高校

豊田　瑛 平元　祥椰

伊藤　大貴 鐙　健吾

夏井　福太 宇佐美　大成

阿部　光希 佐藤　改

荻原　柊太 石井　智也

鈴木　悠也 持石　和弥

田中　翔馬 玉野　水暉

岩澤　拓也 石垣　香二朗

須藤　翔琉 工藤　太聖

長谷川　大聖 小松　丈流

堀川　昇磨 加藤　颯

山本　龍磨 古屋　凌

富樫　陸斗 小川　謙太

赤川　佳佑 佐藤　佑樹

齋藤　優介 成田　翔

阿部　歩夢 宮崎　聖也

金　龍弥 木村　友樹

柴田　直 木村　奎太
23 由利工業高校 24 由利工業高校

19 由利工業高校 20 由利工業高校

21 由利工業高校 22 由利工業高校

15 明桜高校 19 明桜高校

17 明桜高校 18 明桜高校

11 秋田商業高校 12 秋田商業高校

13 秋田商業高校 14 明桜高校

7 秋田高校 8 秋田高校

9 秋田高専 10 秋田商業高校

3 秋田工業高校 4 秋田工業高校

5 秋田工業高校 6

1 秋田工業高校 2 秋田工業高校


