
女子シングルリスト

女子12

1 泉 桃花 イズミ モモカ ファンキーTA

2 小野 実莉 オノ ミノリ ファンキーTA

3 渡部 栞 ワタナベ シオリ ファンキーTA

4 進藤 桃花 シンドウ モモカ 秋田アスレティッククラブ

5 土居 凛子 ドイ リンコ 秋田アスレティッククラブ

6 高橋 向日葵 タカハシ ヒマワリ 秋田アスレティッククラブ

女子14

1 那波 碧彩 ナバ アオサ ファンキーTA

2 田中 奏愛 タナカ ソウア 山王テニスクラブ

3 加藤 栞南 カトウ カンナ 秋田アスレティッククラブ

女子16

1 伊藤 希紗 イトウ キサラ 秋田アスレティッククラブ

2 泉 穂乃花 イズミ ホノカ ファンキーTA

3 佐々木 実夕 ササキ ミユ ファンキーTA

4 作左部 那美 サクサベ ナミ 秋田アスレティッククラブ

5 佐々木 里琳 ササキ リリン 秋田アスレティッククラブ

6 石川 心優 イシカワ ミユウ 秋田商業高校

7 関口 曖 セキグチ ホノカ 秋田商業高校

8 袴田 七海 ハカマタ ナナミ 秋田商業高校

9 加藤 萌 カトウ メグミ 西目高校

10 齋藤 優花 サイトウ ユウカ 西目高校

11 三浦 悠 ミウラ ユウ 西目高校

12 横嶋 優衣 ヨコシマ ユイ 西目高校

女子18

1 鎌田 侑那 カマダ ユウナ 聖霊高

2 金澤 くるみ カナザワ クルミ 聖霊高

3 佐藤 衣桜奈 サトウ イオナ 聖霊高

4 櫻田 知奈 サクラダ トモナ 聖霊高

5 小林 うぶ コバヤシ ウブ 聖霊高

6 工藤 紗希 クドウ サキ 聖霊高

7 荻原 睦未 オギワラ ムツミ 聖霊高

8 柴田 琴代 シバタ コトヨ 聖霊高

9 堀江 陽菜 ホリエ ヒナ 聖霊高

10 児玉 茉音 コダマ マノン 聖霊高

11 清実 那月 キヨザネ ナツキ 秋田商業高校

12 工藤 有彩 クドウ アリサ 秋田商業高校

13 工藤 彩佳 クドウ サヤカ 秋田商業高校

14 金澤 有咲 カナザワ アリサ 西目高校

15 菊地 真緒 キクチ マオ 西目高校

16 佐々木 一花 ササキ イチカ 西目高校

17 髙橋 彩心 タカハシ アヤネ 西目高校

18 冨樫 つばさ トガシ ツバサ 西目高校

19 佐々木 玲美香 ササキ レミカ 西目高校



男子シングルリスト

男子12

1 石田 顕斗 イシダ ケント ファンキーTA

2 佐々木 圭 ササキ ケイ ファンキーTA

3 福田 耕明 フクダ コウメイ ファンキーTA

4 畠山 暁圭 ハタケヤマアキヨシ ユートピアTA

5 佐藤 大空 サトウ タイラ 山王テニスクラブ

6 奥山 大武 オクヤマ ヒロム 秋田アスレティッククラブ

7 黒木 祐道 クロキ ユウドウ 秋田アスレティッククラブ

8 須藤 奏多 ストウ カナタ 秋田アスレティッククラブ

9 斉藤 蓮太朗 サイトウ レンタロウ ファンキーTA

男子14

1 石川 悠史 イシカワ ハルフミ ファンキーTA

2 大黒 悠真 ダイコク ユウマ ファンキーTA

3 能登谷 侑 ノトヤ タスク ファンキーTA

4 深井 陽輔 フカイ ヨウスケ ファンキーTA

5 美作 匠人 ミマサカ タクト ファンキーTA

6 続橋 優斗 ツヅキハシユウト 山王テニスクラブ

7 永井 遥 ナガイ ヨウ 山王テニスクラブ

8 石野 湧志 イシノ ユウシ 秋田アスレティッククラブ

9 大泉 恒 オオイズミコウ 秋田アスレティッククラブ

10 鎌田 理仁 カマダ リヒト 秋田アスレティッククラブ

男子16

1 畠山 晴圭 ハタケヤマハルヨシ ユートピアTA

2 柿田 力 カキタ リキ 秋田アスレティッククラブ

3 黒澤 稜平 クロサワ リョウヘイ 秋田アスレティッククラブ

4 佐藤 瑠羽 サトウ リュウ 秋田アスレティッククラブ

5 三浦 卓士 ミウラ タカト 秋田工業高校

6 石川 優安 イシカワ ユアン 秋田商業高校

7 櫻庭 蒼大 サクラバ ソウタ 秋田商業高校

8 長谷部 恭平 ハセベ キョウヘイ 秋田商業高校

9 遠藤 旭 エンドウ アサヒ 西目高校

10 佐々木 琉希 ササキ リュウキ 西目高校

11 猪股 優太 イノマタ ユウタ 西目高校

12 伊藤 舶 イトウ ハク 西目高校

13 進藤 和樹 シンドウ カズキ 西目高校

14 土門 響 ドモン ヒビキ 西目高校

15 小川 北斗 オガワ ホクト 由利工業高校

16 小池 楓斗 コイケ フウト 由利工業高校

17 佐藤 奨真 サトウ ショウマ 由利工業高校

18 遠山 一輝 トオヤマ カズキ 由利工業高校



男子18

1 天野 陽向 アマノ ヒナタ 秋田工業高校

2 大山 楽斗 オオヤマ ガクト 秋田工業高校

3 九島 海晟 クシマ カイセイ 秋田工業高校

4 近藤 慎一郎 コンドウ シンイチロウ 秋田工業高校

5 佐沢 優磨 サザワ ユウマ 秋田工業高校

6 松倉 華葵 マツクラ ハルキ 秋田工業高校

7 近藤 優希 コンドウ ユウキ 秋田工専

8 山本 禎人 ヤマモト テイト 秋田工専

9 伊藤 寿馬 イトウ カズマ 秋田商業高校

10 工藤 榛透 クドウ ハルト 秋田商業高校

11 國井 圭輔 クニイ ケイスケ 秋田商業高校

12 栗谷 亮冴 クリヤ リョウガ 秋田商業高校

13 佐々木 悠斗 ササキ ユウト 秋田商業高校

14 佐々木 優斗 ササキ ユウト 秋田商業高校

15 佐藤 優知 サトウ マサトモ 秋田商業高校

16 佐藤 直道 サトウ ナオミチ 秋田商業高校

17 佐藤 蒼天 サトウ ソウタ 秋田商業高校

18 鈴木 龍河 スズキ リュウガ 秋田商業高校

19 髙橋 恵太 タカハシ ケイタ 秋田商業高校

20 徳原 蓮 トクハラ レン 秋田商業高校

21 原田 悠雅 ハラダ ユウガ 秋田商業高校

22 持石 祥平 モチイシ ショウヘイ 秋田商業高校

23 力石 翔 リキイシ ショウ 秋田商業高校

24 佐藤 健弥 サトウ ケンヤ 西目高校

25 安倍 千弘 アンバイ チヒロ 由利工業高校

26 伊東 学飛 イトウ マナト 由利工業高校

27 梶原 大樹 カジワラ ヒロキ 由利工業高校

28 斎藤 駿斗 サイトウ ハヤト 由利工業高校

29 野坂 条 ノザカ ジョウ ファンキーTA

30 野坂 迅 ノザカ ジン 秋田商業高校

31 仙道 瞬 センドウ シュン 由利工業高校

32 伊藤 優志 イトウ ユウシ 秋田工専



女子ダブルスリスト

女子Ｄ 16・18

1 鎌田 侑那 カマダ ユウナ 聖霊高 櫻田 知奈 サクラダ トモナ 聖霊高 18

2 佐藤 衣桜奈 サトウ イオナ 聖霊高 金澤 くるみ カナザワ クルミ 聖霊高 18

3 堀江 陽菜 ホリエ ヒナ 聖霊高 児玉 茉音 コダマ マノン 聖霊高 18

4 荻原 睦未 オギワラ ムツミ 聖霊高 柴田 琴代 シバタ コトヨ 聖霊高 18

5 小林 うぶ コバヤシ ウブ 聖霊高 工藤 紗希 クドウ サキ 聖霊高 18

6 佐々木　 実夕 ササキ ミユ ファンキーTA 泉 穂乃花 イズミ ホノカ ファンキーTA 16

7 泉 桃花 イズミ モモカ ファンキーTA 那波 碧彩 ナバ アオサ ファンキーTA 18

8 伊藤 希紗 イトウ キサラ 秋田アスレティッククラブ 作左部 那美 サクサベ ナミ 秋田アスレティッククラブ 16

9 高橋 向日葵 タカハシ ヒマワリ 秋田アスレティッククラブ 土居 凛子 ドイ リンコ 秋田アスレティッククラブ 16

10 工藤 彩佳 クドウ サヤカ 秋田商業高 工藤 有彩 クドウ アリサ 秋田商業高 16

11 袴田 七海 ハカマタ ナナミ 秋田商業高 関口 曖 セキグチ ホノカ 秋田商業高 16

12 横嶋 優衣 ヨコシマ ユイ 西目高校 齋藤 優花 サイトウ ユウカ 西目高校 16

13 加藤 萌 カトウ メグミ 西目高校 三浦 悠 ミウラ ユウ 西目高校 16

14 髙橋 彩心 タカハシ アヤネ 西目高校 佐々木 一花 ササキ イチカ 西目高校 18

15 金澤 有咲 カナザワ アリサ 西目高校 冨樫 つばさ トガシ ツバサ 西目高校 18

16 柳橋 ひいな ヤナギハシ ヒイナ 西目高校 菊地 真緒 キクチ マオ 西目高校 18



男子ダブルスリスト

12.14

1 佐々木 圭 ササキ ケイ ファンキーTA 斉藤 蓮太朗 サイトウ レンタロウ ファンキーTA

2 石川 悠史 イシカワ ハルフミ ファンキーTA 深井 陽輔 フカイ ヨウスケ ファンキーTA

3 大黒 悠真 ダイコク ユウマ ファンキーTA 能登谷 侑 ノトヤ タスク ファンキーTA

4 野坂 条 ノザカ ジョウ ファンキーTA 石田 顕斗 イシダ ケント ファンキーTA

5 続橋 優斗 ツヅキハシ ユウト 山王テニスクラブ 美作 匠人 ミマサカ タクト ファンキーTA

6 大泉 恒 オオイズミ コウ 秋田アスレティッククラブ 石野 湧志 イシノ ユウシ 秋田アスレティッククラブ

7 黒木 祐道 クロキ ユウドウ 秋田アスレティッククラブ 須藤 奏多 ストウ カナタ 秋田アスレティッククラブ

男子ダブルス16.18

1 進藤 和樹 シンドウ カズキ 西目高 土門 響 ドモン ヒビキ 西目高

2 遠藤 旭 エンドウ アサヒ 西目高 猪股 優太 イノマタ ユウタ 西目高

3 佐々木 琉希 ササキ リュキ 西目高 伊藤 舶 イトウ ハク 西目高

4 大山 楽斗 オオヤマ ガクト 秋田工業高校 佐沢 優磨 サザワ ユウマ 秋田工業

5 松倉 華葵 マツクラ ハルキ 秋田工業高校 九島 海晟 クシマ カイセイ 秋田工業高校

6 天野 陽向 アマノ ヒナタ 秋田工業高校 近藤 慎一郎 コンドウ シンイチロウ 秋田工業高校

7 近藤 優希 コンドウ ユウキ 秋田工専 伊藤 優志 イトウ ユウシ 秋田工専

8 珍田 岬 チンダ ミサキ 秋田高校 駒井 柊一郎 コマイ シュウイチロウ 秋田高校

9 佐藤 優知 サトウ マサトモ 秋田商業高校 野坂 迅 ノザカ ジン 秋田商業高校

10 佐藤 直道 サトウ ナオミチ 秋田商業高校 長谷部 恭平 ハセベ キョウヘイ 秋田商業高校

11 石川 優安 イシカワ ユアン 秋田商業高校 櫻庭 蒼大 サクラバ ソウタ 秋田商業高校

12 工藤 榛透 クドウ ハルト 秋田商業高校 持石 祥平 モチイシ ショウヘイ 秋田商業高校

13 原田 悠雅 ハラダ ユウガ 秋田商業高校 佐々木 優斗 ササキ ユウト 秋田商業高校

14 佐々木 悠斗 ササキ ユウト 秋田商業高校 髙橋 恵太 タカハシ ケイタ 秋田商業高校

15 伊藤 寿馬 イトウ カズマ 秋田商業高校 徳原 蓮 トクハラ レン 秋田商業高校

16 栗谷 亮冴 クリヤ リョウガ 秋田商業高校 鈴木 龍河 スズキ リュウガ 秋田商業高校

17 國井 圭輔 クニイ ケイスケ 秋田商業高校 佐藤 蒼天 サトウ ソウタ 秋田商業高校

18 宮越 海成 ミヤコシ カイセイ 秋大附中 佐藤 瑠羽 サトウ リュウ 秋田アスレティッククラブ

19 柿田 力 カキタ リキ 秋田アスレティッククラブ 黒澤 稜平 クロサワ リョウヘイ 秋田アスレティッククラブ

20 小池 楓斗 コイケ フウト 由利工業高校 小川 北斗 オガワ ホクト 由利工業高校

21 佐藤 奨真 サトウ ショウマ 由利工業高校 遠山 一輝 トウヤマ カズキ 由利工業高校

22 斎藤 駿斗 サイトウ ハヤト 由利工業高校 安倍 千弘 アンバイ チヒロ 由利工業高校

23 梶原 大樹 カジワラ ヒロキ 由利工業高校 伊東 学飛 イトウ マナト 由利工業高校


