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男子総合 女子総合

1 高1 野坂　迅 秋商 1 高3 伊藤　楓 聖霊

2 高2 佐藤　優知 秋商 2 高3 高橋　佑奈 聖霊

3 高1 佐々木　優斗 秋商 3 高2 鎌田　侑那 聖霊

4 中3 原田　悠雅 ファンキーTA 4 高1 櫻田　知奈 聖霊

5 高2 伊藤　寿馬 秋商 5 高2 佐藤　衣桜奈 聖霊

6 高2 工藤　榛透 秋商 6 高2 工藤　彩佳 秋商

7 高3 畠山　泰珠 由利工 7 高3 鈴木　彩水 聖霊

8 中1 野坂　条 ファンキーTA 8 中2 佐々木　実夕 ファンキーTA

9 高2 栗谷　亮冴 秋商 9 中2 泉　穂乃花 ファンキーTA

10 高3 大宮　拓巳 秋商 10 高3 浜口　真生 聖霊

11 中3 畠山　晴圭 ユートピア 11 高2 金澤　くるみ 聖霊

12 高2 徳原　蓮 秋商 12 高1 堀江　陽菜 聖霊

13 中2 宮越　海成 AAC 13 高3 吉田　杏実 聖霊

14 高3 伊藤　大稀 横手清陵 14 小6 那波　碧彩 ＡＡＣ

15 高1 鈴木　龍河 秋商 15 高2 菊池　真緒 西目

16 高2 力石　翔 秋商 16 高2 木元　恵美 秋商

17 高3 佐藤　舜介 秋商 17 高2 金澤　有咲 西目

18 高2 小野寺　健吾 明桜 18 高2 平間　里苑 秋商

19 高3 五十嵐　駿介 秋商 19 高1 柳橋　ひいな 西目

19 高1 駒井　柊一郎 秋田 19 高2 小玉　優心 秋商

U18 男子 U18 女子

1 高2 佐藤　優知 秋商 1 高3 伊藤　楓 聖霊

2 高2 伊藤　寿馬 秋商 2 高3 高橋　佑奈 聖霊

3 高2 工藤　榛透 秋商 3 高2 鎌田　侑那 聖霊

4 高3 畠山　泰珠 由利工 4 高2 佐藤　衣桜奈 聖霊

5 高2 栗谷　亮冴 秋商 5 高2 工藤　彩佳 秋商

6 高3 大宮　拓巳 秋商 6 高3 鈴木　彩水 聖霊

7 高2 徳原　蓮 秋商 7 高3 浜口　真生 聖霊

8 高3 伊藤　大稀 横手清陵 8 高2 金澤　くるみ 聖霊

9 高2 力石　翔 秋商 9 高3 吉田　杏実 聖霊

10 高3 佐藤　舜介 秋商 10 高2 菊池　真緒 西目

11 高2 小野寺　健吾 明桜 11 高2 金澤　有咲 西目

12 高3 五十嵐　駿介 秋商 12 高2 木元　恵美 秋商

13 高2 畠山　晃輝 秋田 13 高2 平間　里苑 秋商

14 高3 冨樫　治晟 秋商 14 高2 小玉　優心 秋商

15 高3 伊藤　壮哉　 秋商 15 高2 五十嵐　菜々　明桜

16 高2 佐藤　哉太 秋田 16 高2 本田　涼華 秋田

17 高3 小松　周平 由利工 17 高3 石井　三紀子 聖霊

18 高2 細貝　倖輝 由利工 17 高3 菊地　美優 秋商

19 高2 松橋　康太 秋田 19 高3 髙橋  梨瑠 西目

20 高2 本田　瑛 由利工 19
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U16 男子 U16 女子

1 高1 野坂　迅 秋商 1 高1 櫻田　知奈 聖霊

2 高1 佐々木　優斗 秋商 2 高1 堀江　陽菜 聖霊

3 中3 原田　悠雅 ファンキーTA 3 高1 柳橋　ひいな 西目

4 中3 畠山　晴圭 ユートピア 4 高1 高橋　彩心 西目

5 高1 鈴木　龍河 秋商 5 高1 安部　春希 秋田

6 高1 駒井　柊一郎 秋田 6 高1 冨樫　つばさ 西目

7 中3 虻川　優太 AAC 6 高1 小林　うぶ 聖霊

8 高1 佐藤　蒼天 秋商 8 中3 作左部　那美 ＡＡＣ

9 中3 伊藤　優志 ファンキーTA 9 高1 三浦　悠 西目

10 中3 持石　祥平 山王TC 11 高1 田中　碧 秋商

11 高1 珍田　岬 秋田 12 高1 加藤　萌 西目

11 高1 仙道　瞬 由利工 12

11 高1 國井　圭輔 秋商

14 高1 伊東　学飛 由利工

15 中3 三浦　凪人 AAC

16 高1 斎藤　駿斗 由利工

17 中3 渡部　圭翔 ファンキーTA

18 高1 梶原　大樹 由利工
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U14 男子 U14 女子

1 中1 野坂　条 ファンキーTA 1 中2 佐々木　実夕 ファンキーTA

2 中2 宮越　海成 AAC 2 中2 泉　穂乃花 ファンキーTA

3 中1 大山　智也 AAC 3 中2 佐藤　来海 山王TC

4 中2 佐藤　瑠羽 AAC 4 中1 伊藤　希紗 ＡＡＣ

5 中2 美作　匠人 ファンキーTA 5 中1 加藤　栞南 ＡＡＣ

6 中1 柿田　力 AAC 5

7 中1 続橋　優斗 山王TC

8 中1 黒澤　稜平 AAC U12 女子

9 中1 酒井　玲旺 NXYテニスｱｶﾃﾞﾐｰ 1 小6 那波　碧彩 ＡＡＣ

10 中1 三浦　瑛太 AAC 2 小6 進藤　桃花 ＡＡＣ

10 中1 渡部　雅悠 山王TC 3 小6 佐藤　優愛 ファンキーTA

11 4 小6 泉　桃花 ファンキーTA
5 小6 石井　綾乃 昭和JTC

U12 男子 6 小6 田中　奏愛 山王TC

1 小6 大泉　恒 AAC 7 小5 高橋　向日葵 ＡＡＣ

2 小5 石野　湧志 AAC 8 小5 土居　凜子 ＡＡＣ

3 小5 石田　顕斗 ファンキーTA 9 小6 土田　野乃 山王TC

4 小5 鎌田　理仁 AAC 9

5 小6 石川　悠史 ファンキーTA

6 小4 佐藤　大空 山王TC

7 小5 渋谷　陽斗 ファンキーTA

8 小6 五十嵐　海惺 ユートピア

9 小6 深井　陽輔 ファンキーTA

10 小5 奥山　玲也 AAC
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