
第３１回ジュニア室内ダブルステニス選手権大会　エントリーリスト

1 那波 碧彩 ナバ アオサ 中１ ファンキーTA 泉 桃花 イズミ モモカ 中１ ファンキーTA

2 秋本 悠里 アキモト ユウリ 高1 秋田商業高校 石川 心優 イシカワ ミユウ 高1 秋田商業高校

3 清実 那月 キヨザネ ナツキ 高2 秋田商業高校 袴田 七海 ハカマタ ナナミ 高1 秋田商業高校

4 田中 碧 タナカ アオイ 高2 秋田商業高校 工藤 有彩 クドウ アリサ 高1 秋田商業高校

5 髙橋 彩心 タカハシ アヤネ 高2 西目高校 冨樫 つばさ トガシ ツバサ 高2 西目高校

6 加藤 萌 カトウ メグミ 高2 西目高校 佐々木 一花 ササキ イチカ 高2 西目高校

7 齋藤 優花 サイトウ ユウカ 高1 西目高校 三浦 悠 ミウラ ユウ 高2 西目高校

8 櫻田 知奈 サクラダ トモナ 高2 聖霊高校 泉 穂乃花 イズミ ホノカ 中3 ファンキーTA

9 堀江 陽菜 ホリエ ヒナ 高2 聖霊高校 小林 ウブ コバヤシ ウブ 高2 聖霊高校

10 児玉 茉音 コダマ マノン 高2 聖霊高校 工藤 紗希 クドウ サキ 高2 聖霊高校

11 荻原 睦未 オギワラ ムツミ 高2 聖霊高校 柴田 琴代 シバタ コトヨ 高2 聖霊高校

12 小番 朱南 コツガイ アヤナ 高1 聖霊高校 武石 桃静 タケイシ モモカ 高1 聖霊高校

1 大黒 悠真 ダイコク ユウマ 中２ ファンキーTA 能登谷 侑 ノトヤ タスク 中２ ファンキーTA

2 柿田 力 カキタ リキ 中２ 秋田アスレティッククラブ 大泉 恒 オオイズミ コウ 中１ 秋田アスレティッククラブ

3 伊藤 優志 イトウ ユウシ 高1 秋田工業高等専門学校 近藤 優希 コンドウ ユウキ 高2 秋田工業高等専門学校

4 土門 響 ドモン ヒビキ 高1 西目高校 伊藤 舶 イトウ ハク 高1 西目高校

5 進藤 和樹 シンドウ カズキ 高1 西目高校 遠藤 旭 エンドウ アサヒ 高1 西目高校

6 猪股 優太 イノマタ ユウタ 高1 西目高校 佐々木 琉希 ササキ リュウキ 高1 西目高校

7 髙橋 恵太 タカハシ ケイタ 高2 秋田商業高校 佐々木 悠斗 ササキ ユウト 高2 秋田商業高校

8 石川 優安 イシカワ ユアン 高1 秋田商業高校 長谷部 恭平 はせべ きょうへい高1 秋田商業高校

9 佐藤 直道 サトウ ナオミチ 高2 秋田商業高校 佐藤 蒼天 さとう そうた 高2 秋田商業高校

10 原田 悠雅 ハラダ ユウガ 高1 秋田商業高校 野坂 条 ノザカ ジョウ 中２ ファンキーTA

11 持石 祥平 モチイシ ショウヘイ高1 秋田商業高校 野坂 迅 ノザカ ジン 高2 秋田商業高校

12 佐々木 優斗 ササキ ユウト 高2 秋田商業高校 鈴木 龍河 スズキ リュウガ 高2 秋田商業高校

13 國井 圭輔 クニイ ケイスケ 高2 秋田商業高校 櫻庭 蒼大 サクラバ ソウタ 高1 秋田商業高校

14 安倍 千弘 アンバイ チヒロ 高2 由利工業高校 佐藤 奨真 サトウ ショウマ 高1 由利工業高校

15 斎藤 駿斗 サイトウ ハヤト 高2 由利工業高校 小川 北斗 オガワ ホクト 高1 由利工業高校

16 梶原 大樹 カジワラ ヒロキ 高2 由利工業高校 遠山 一輝 トオヤマ カズキ 高1 由利工業高校

17 仙道 瞬 センドウ シュン 高2 由利工業高校 小池 楓斗 コイケ フウト 高1 由利工業高校

18 瀧口 威 タケグチ タケル 高2 明桜高校 伊東 千冴 イトウ カズサ 高2 明桜高校

19 平泉 李空 ヒライズミ リク 高2 明桜高校 羽賀 大瑛 ハガ ヒロヒデ 高1 明桜高校

20 伊藤 広翔 イトウ ヒロト 高1 明桜高校 杉渕 颯 スギブチ ソウ 高1 明桜高校
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