
第34回秋田県ジュニアテニス選手権大会
（兼第43回東北ジュニアテニス選手権大会予選会）

シングルス エントリーリスト
1 川邉 一太 ファンキーTA

2 小坂 修司 ファンキーTA

3 斉藤 京太朗 ファンキーTA

4 斉藤 蓮太朗 ファンキーTA

5 櫻田 旺大 ファンキーTA

6 佐々木 圭 ファンキーTA

7 続橋 悠真 ファンキーTA

8 福田 耕明 ファンキーTA

9 畠山 暁圭 ユートピアテニスアカデミー

10 佐藤 大空 山王テニスクラブ

11 熊谷 咲宇 秋田アスレティッククラブ

12 黒木 祐道 秋田アスレティッククラブ

13 須藤 奏多 秋田アスレティッククラブ

14 福島 弘太郎 秋田アスレティッククラブ

15 元木 惟新 秋田アスレティッククラブ

1 石井 梨紗 山王テニスクラブ

2 福田 楓 ファンキーTA

1 石川 悠史 ファンキーTA

2 石田 顕斗 ファンキーTA

3 能登屋 健星 山王テニスクラブ

4 石野 湧志 秋田アスレティッククラブ

5 大泉 恒 秋田アスレティッククラブ

6 奥山 大武 秋田アスレティッククラブ

1 那波 碧彩 ファンキーTA

2 泉 桃花 ファンキーTA

3 田中 奏愛 山王テニスクラブ

4 土居 凛子 秋田アスレティッククラブ

5 進藤 桃花 秋田アスレティッククラブ

6 高橋 向日葵 秋田アスレティッククラブ
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1 進藤 和樹 西目高校

2 池田　 泰良 西目高校

3 遠藤 旭 西目高校

4 柳橋 拓弥 西目高校

5 木内 颯　　　 西目高校

6 広田 晴登 西目高校

7 大黒 悠真 ファンキーTA

8 野坂 条 ファンキーTA

9 能登谷 侑 ファンキーTA

10 佐藤 瑠羽 明桜高校

11 続橋 優斗 山王テニスクラブ

12 永井 遥 山王テニスクラブ

13 柿田 力 秋田アスレティッククラブ

14 美作 匠人 秋田高校

15 浜口 源生 秋田商業

16 石川 優安 秋田商業高校

17 熊谷 龍馬 秋田商業高校

18 櫻庭 蒼大 秋田商業高校

19 佐藤 利惟 秋田商業高校

20 小室 洋斗 由利工業高校

21 菅 滉平 由利工業高校

22 髙橋 凛空 由利工業高校

23 髙橋 桂翔 由利工業高校

1 泉 穂乃花 聖霊高

2 作左部 那美 聖霊高

3 佐藤 来海 聖霊高

4 伊藤 愛望 聖霊高

5 小野 くるみ 聖霊高

6 伊藤 希紗 秋田アスレティッククラブ

7 加藤 栞南 秋田アスレティッククラブ

8 佐々木 里琳 秋田アスレティッククラブ

9 佐々木 実夕 秋田高校

10 石川 実生 秋田商業高校

11 加藤 このみ 西目高校

12 菊地 南美 西目高校

13 須田 悠菜 西目高校

14 髙橋 怜佳 西目高校
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1 伊藤 舶 西目高校

2 佐々木 琉希 西目高校

3 猪股 優太 西目高校

4 土門 響 西目高校

5 平泉　 李空 明桜高校

6 伊東　 千冴　 明桜高校

7 瀧口　　 威　　 明桜高校

8 羽賀　 大瑛　 明桜高校

9 伊藤　 広翔　 明桜高校

10 杉渕　　　 颯　　　 明桜高校

11 葛巻 伶音 秋田工業高校

12 三浦 卓士 秋田工業高校

13 伊藤 優志 秋田工専

14 駒井 柊一郎 秋田高校

15 珍田 岬 秋田高校

16 國井 圭輔 秋田商業高校

17 佐々木　 悠斗 秋田商業高校

18 佐々木 優斗 秋田商業高校

19 佐藤 直道 秋田商業高校

20 佐藤 蒼天 秋田商業高校

21 鈴木 龍河 秋田商業高校

22 髙橋 恵太 秋田商業高校

23 野坂 迅 秋田商業高校

24 長谷部 恭平 秋田商業高校

25 原田 悠雅 秋田商業高校

26 持石 祥平 秋田商業高校

27 虻川 優太 秋田南高校

28 畠山 晴圭 本荘高校

29 佐藤 奨真 由利工業

30 安倍 千弘 由利工業高校

31 小川 北斗 由利工業高校

32 梶原 大樹 由利工業高校

33 小池 楓斗 由利工業高校

34 斎藤 駿斗 由利工業高校

35 仙道 瞬 由利工業高校

36 遠山 一輝 由利工業高校
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1 櫻田 知奈 聖霊高

2 工藤　 紗希 聖霊高

3 荻原 睦未 聖霊高

4 堀江 陽菜 聖霊高

5 柴田 琴代 聖霊高

6 小林 うぶ 聖霊高

7 児玉 茉音 聖霊高

8 武石 桃静 聖霊高

9 小番 朱南 聖霊高

10 石川 心優 秋田商業高校

11 工藤 有彩 秋田商業高校

12 田中 碧 秋田商業高校

13 袴田 七海 秋田商業高校

14 加藤 萌 西目高校

15 齋藤 優花 西目高校

16 佐々木 一花 西目高校

17 冨樫 つばさ 西目高校

18 三浦 悠 西目高校

19 髙橋 彩心 西目高校
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