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名　　前 所属団体
1 伊藤  大稀 横手清陵学院高等学校
2 鐙　健吾 秋田高校
3 菅原　宥介 秋田高校
4 玉野  水暉 明桜高校

1 黒澤　海翔 湯沢高校 26 古仲  宗弘 明桜高校
2 安道  龍太郎 山王テニスクラブ 27 須藤　翔琉 明桜高校
3 荒谷　伶音 秋田高校 28 長谷川  大聖明桜高校
4 安達　和幸 秋田高校 29 平野  皐貴 明桜高校
5 五十嵐  優希 秋田高校 30 古屋  凌 明桜高校
6 浦山　凌平 秋田高校 31 堀川  昇磨 明桜高校
7 國安  航平 秋田高校 32 山本  龍磨 明桜高校
8 小林  洋介 秋田高校 33 信太　光輝 明桜高校
9 佐々木  黎 秋田高校 34 阿部  歩夢 由利工業高校
10 佐藤  徳祐 秋田高校 35 大滝  レン 由利工業高校
11 高宮  颯汰 秋田高校 36 小川  謙太 由利工業高校
12 藤原  宙詩 秋田高校 37 奥山  雄史 由利工業高校
13 安田  一就 秋田高校 38 梶原  駿哉 由利工業高校
14 高谷　秀聖 秋田高校 39 木村  奎太 由利工業高校
15 五十  嵐駿介 秋田商業高校 40 木村  友樹 由利工業高校
16 伊藤　壮哉 秋田商業高校 41 工藤  亮 由利工業高校
17 大宮  拓巳 秋田商業高校 42 小池  蒼斗 由利工業高校
18 荻原  柊太 秋田商業高校 43 小松  陽介 由利工業高校
19 佐藤　改 秋田商業高校 44 金  龍弥 由利工業高校
20 佐藤　舜介 秋田商業高校 45 金  風雅 由利工業高校
21 鈴木　悠也 秋田商業高校 46 齊藤  優介 由利工業高校
22 冨樫  治晟 秋田商業高校 47 佐藤  佑樹 由利工業高校
23 石垣　香二朗 明桜高校 48 柴田  直 由利工業高校
24 加藤  颯 明桜高校 49 高橋  大晟 由利工業高校
25 小玉  颯太郎 明桜高校 50 畠山  泰珠 由利工業高校

51 宮崎  聖也 由利工業高校
52 佐藤  渉月 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
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第30回大野杯テニス選手権大会　18歳以下
エントリーリスト

平成29年10月14日(土)～15日(日) 秋田市北野田公園テニスコート(10面)
平成30年 2月10日(土)～12日(月) 秋田市北野田公園アリーナ(2面)



名　　前 所属団体
1 大島　美里 秋田商業高校
2 伊藤　楓 聖霊女子短期大学付属高校
3 丸山  佳愛 秋田北高校
4 鎌田　夏波 聖霊女子短期大学付属高校

1 石井　三紀子 聖霊女子短期大学付属高校
2 浜口　真生 聖霊女子短期大学付属高校
3 高橋　佑奈 聖霊女子短期大学付属高校
4 吉田　杏実 聖霊女子短期大学付属高校
5 成田　夕真 聖霊女子短期大学付属高校
6 荒川　真奈 聖霊女子短期大学付属高校
7 鈴木　彩水 聖霊女子短期大学付属高校
8 鈴木　麗奈 明桜高校
9 木村　咲結 明桜高校
10 菅原　愛恵 明桜高校
11 菊地  美優 秋田商業高校
12 中山  瑞稀 秋田商業高校
13 吉成　遥 秋田北高校
14 伊東  日菜 西目高校
15 佐藤  葵 西目高校
16 佐藤  柊 西目高校
17 髙橋  瑞希 西目高校
18 髙橋  梨瑠 西目高校
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