
第24回秋田県ジュニアテニス選手権大会

2011年6月11日～6月12日

秋田県立中央公園テニスコート

１２歳以下女子シングルス

②

31 ｂｙｅ

32 原　未優 (ファンキーTA)

29 吉田　杏実 (AAC)

30 高橋　佑奈 (ファンキーTA)

27 ｂｙｅ

28 佐藤　楓花 (for-kranz)

26 ｂｙｅ

鈴木　翔香 (桜FⅡ)

24 立木　緒音 (AAC)

23 ｂｙｅ

22

大関　祥佳 (勝平小)

③④

21 鈴木彩水

25

(AAC)

19 三浦　瞳 (for-kranz)

ｂｙｅ

20

17 鎌田 夏波 (ファンキーTA)

18 ｂｙｅ

15 ｂｙｅ

16 丸山　佳愛 (AAC)

13 芳賀　琴音 (桜FⅡ)

14 ｂｙｅ

11 ｂｙｅ

12 千葉　結依子 (for-kranz)

9 川辺愛美 (ファンキーTA)③④

10 ｂｙｅ

7 ｂｙｅ

8 佐野　真彩 (AAC)

5 岡本　愛那 (桜FⅡ)

6 ｂｙｅ

3 吉成　遥 (for-kranz)

4 鎌田　愛莉 (AAC)

1 大島　美里 (Ｂ.Ⅰ.ＴＥＮＮＩＳ)①

2 ｂｙｅ



１２歳以下男子シングルス

31 ｂｙｅ

32 菅原　宥介 (AAC)

30 加藤　仁就 (ファンキーTA)

29 山下　颯太 (AAC)

28 五十嵐　駿介 (ファンキーTA)

27 伊藤　暖泰 (AAC)

26 松永　幹久 (ファンキーTA)

25 平野　竜也 (for-kranz)

24 川野辺　碧 (AAC)

23 ｂｙｅ

22 野坂　郷 (ファンキーTA)

21 松木　貴史 (AAC )

20 夏井　福太 (AAC)

19 村田　幹太 (for-kranz)

14 平野　颯麻 (for-kranz)

18 ｂｙｅ

17 辰　翔太朗 (AAC)

16 (AAC )

15 ｂｙｅ

石井　智也

13 鐙　健吾 (ファンキーTA)

12 小松　丈流 (ＡＡＣ)

11 原田　拓武 (ファンキーTA)

10 ｂｙｅ

9 平元　祥椰 (AAC)

8 石井　馨悟 (ファンキーTA)

ｂｙｅ

7

佐野　涼真 (AAC)6

5 玉野　水暉 (for-kranz)

佐藤　駿介 (for-kranz)

4 平野　皐貴 (for-kranz)

(ファンキーTA)

①

3 山田　雄登

1 鈴木　龍斗

2

(AAC)

⑤～⑧

②

③④

③④

⑤～⑧

⑤～⑧

⑤～⑧



１４歳以下女子シングルス

櫻田 田中 堀井 勝敗 順位

櫻田　侑奈 （ファンキーTA）

田中　萌々子 （for-kranz）

堀井　ともみ （AAC）

１４歳以下男子シングルス

14 湯本　崇大朗 (ファンキーTA)

16 田口　健斗 (Ｂ.Ⅰ.ＴＥＮＮＩＳ)

15 ｂｙｅ

9 平野　大貴 (for-kranz)

13 土田　光 (for-kranz)

12 澤畑　郁亜 (AAC)

11

鎗野目　晃介 (山王TC)10

ｂｙｅ

8 五十嵐　諭史 (ファンキーTA)

7 ｂｙｅ

6 ｂｙｅ

5 塚本　光樹 (for-kranz)

4 船木　理央 (AAC)

3 加藤　凜久 (for-kranz)

2 ｂｙｅ

1 渡部　蓮 (AAC )①

②



１６歳以下男子シングルス

戸松　一真 (秋田高専)

5 三浦　　悠 (秋田工)

小山内　朗 (秋田工)

7 阿崎　智也 (秋田工)

片村　勁介 (秋田高専)

9 小笠原祐作 (秋田商)

10 京極淳之介 (秋田工)

11 田中　彦 (秋田高専)

12 石塚　　潤 (秋田商)

13 佐藤　優樹 (秋田工)

14 渡邉　海杜 (秋田高専)

15 伊藤　　凌 (秋田工)

(AAC )

17 田村　翔大 (秋田商)

榎本　清人 (秋田工)

2 工藤　　翔 (秋田工)

3 佐々木勇人 (秋田商)

① 1

8

6

4

大沢　　将 (秋田工)

16 三平　悠太③

18

19 石川　透 (秋田高専)

20 八端　大夢 (秋田工)

② 21 磯和　賢孝 (秋田工)



１６歳以下女子シングルス

田中　虹河 聖霊高

ｂｙｅ

谷藤　穂香 秋田商

堀井　彩花 秋田高専

三浦　里奈 B.I.TENNIS

滝沢　幸恵 秋田商

高橋　　唯 秋田商

宮野　梓穂 聖霊高

碓井　志萌 秋田高専

8

9

米川　真生 秋田商

ｂｙｅ

10

11

安田　早希 聖霊高

12

13

齋藤　由紀 秋田商

ｂｙｅ

14

15

6

7

大島　楓歩 B.I.TENNIS

照井　仲子 聖霊高

16

①

③-④

③-④

②

1

2

3

4

5



１８歳以下男子シングルス

伊東　晃史 (秋田工)

① 辻永　佑樹 (秋田工)

ｂｙｅ

佐藤　光一 (秋田商)

千葉　厚也 (秋田商)

斉藤　祐斗 (秋田工)

ｂｙｅ

8

9③-④

⑤-⑧ 石井　弘貴 (秋田商)

佐藤　透馬 (秋田商)

ｂｙｅ

鈴木　拓馬 (秋田工)

10

11

柴田　博光 (山王TC)

加賀　力也 (秋田商)

12

13

中山　　凌 (秋田工)

ｂｙｅ

14

15

16

17⑤-⑧

⑤-⑧ 檜森　将利 (秋田工)

米澤　史弥 (秋田工)

ｂｙｅ

佐々木孔明 (秋田商)

18

19

工藤　　柊 (秋田工)

揚出　達也 (秋田商)

20

21

高橋　健太 (秋田工)

ｂｙｅ

22

23

24

25⑤-⑧

③-④ 鈴木　　凌 (秋田工)

朝倉　健一 (秋田商)

ｂｙｅ

渡辺　風太 (秋田工)

26

27

柴田　拓哉 (秋田商)

船木　碩人 (秋田商)

28

29

千葉  悠暉 (ユートピアTA)

ｂｙｅ

30

31

② 板橋　　駿 (秋田工)

1

2

3

4

5

6

7

32



18才以下女子シングルス

2 松岡　実李 秋田高

秋田商

1 堀井　なつみ 聖霊高

6 安田明日美 秋田商

3 小林　里沙 秋田商

4 保坂　沙貴

5 佐々木　梨保 聖霊高

8 鈴木　希望 聖霊高

7 坂谷　朱里 聖霊高

10 工藤　礼奈 秋田商

9 松橋　有希 秋田商

12 市川　晴菜 秋田商

11 羽渕えりか 秋田高

13 桜庭　茜 聖霊高

14 齋藤　玲香 聖霊高

秋田商

16 田口　瑠香 秋田商

17 佐藤　万峰 聖霊高

①

③-④

③-④

②

15 髙屋　美幸



第24回秋田県ジュニアテニス選手権大会
2011年6月11日～6月12日

秋田県立中央公園テニスコート

１２歳以下男子ダブルス

１２歳以下女子ダブルス

1 2 3 勝敗 順位

１４歳以下男子ダブルス

1

1

2

3

（勝平小）
(ファンキーTA)

(ファンキーTA)原　未優・川辺　愛美

大関 祥佳・鎌田 夏波

湯本　崇大朗・五十嵐　諭史 (ファンキーTA)

佐野　真彩・丸山　佳愛 (ＡＡＣ)

渡部　蓮・澤畑　郁亜 (ＡＡＣ)

(ＡＡＣ)

7 鐙　健吾・石井　馨悟 (ファンキーTA)

② 8 川野辺　碧・辰　翔太朗

5 松永　幹久・加藤　仁就 (ファンキーTA)

6 平野　颯麻・平野　竜也 (for-kranz)

3 五十嵐　駿介・山田　雄登 (ファンキーTA)

4 村田　幹太・平野　皐貴 (for-kranz)

1 平元　祥椰・石井　智也 (ＡＡＣ)①

2 野坂　郷・原田　拓武 (ファンキーTA)

2



16才以下男子ダブルス

16才以下男子ダブルス

18才以下男子ダブルス

1 榎本　清人・磯和　賢孝 (秋田工)

2 伊藤　　凌・京極淳之介 (秋田工)

①

1 田中　虹河・大島　楓歩 (聖霊・B.I.TENNIS)

3 八端　大夢・佐藤　優樹 (秋田工)

4 大沢　　将・工藤　　翔 (秋田工)

照井　仲子・三浦　里奈

5 三浦　　悠・阿崎　智也 (秋田工)

1 辻永　佑樹・板橋　　駿 (秋田工)①

(秋田商)

(秋田商)

(聖霊・B.I.TENNIS)

①

②

2 米川　真生・齋藤　由紀

3 谷藤　穂香・滝沢　幸恵

4

3 鈴木　拓馬・斉藤　祐斗 (秋田工)

2 ｂｙｅ

5 加賀　力也・柴田　拓哉 (秋田商)

4 石井　弘貴・千葉　厚也 (秋田商)

7 ｂｙｅ

6 ｂｙｅ

9 米澤　史弥・檜森　将利 (秋田工)

8 渡辺　風太・伊東　晃史 (秋田工)

11 ｂｙｅ

10 ｂｙｅ

13 佐々木孔明・佐藤　光一 (秋田商)

12 船木　碩人・揚出　達也 (秋田商)

(秋田工)

15 ｂｙｅ

②

14 中山　　凌・高橋　健太

16 鈴木　　凌・工藤　　柊 (秋田工)



18才以下女子ダブルス

1 佐藤　万峰・堀井なつみ (聖霊高校)

齋藤　玲香・坂谷　朱里 (聖霊高校)

2 市川　晴菜・松橋　有希 (秋田商)

3 羽渕えりか・松岡　実李 (秋田高)

①

②

6

7

4

5

8 佐々木　梨保・桜庭　茜 (聖霊高校)

工藤　礼奈・田口　瑠香 (秋田商)

安田明日美・髙屋　美幸 (秋田商)

保坂　沙貴・小林　里沙 (秋田商)


	シングルス
	ダブルス

