
U18男子シングルス

1R 2R 3R QF SF F SF QF 3R 2R 1R

【シード順位】
１．野坂  迅　２．原田  悠雅　３．佐々木  優斗　４．持石  祥平

　５～　８　鈴木  龍河　國井  圭輔　佐藤  蒼天　伊藤  優志

　９～１２　虻川  優太　佐藤  直道　畠山  晴圭　長谷部  恭平

１３～１６　梶原  大樹　小川  北斗　瀧口　威　佐藤  奨真

32 鈴木  龍河 秋田商業高校 原田  悠雅 秋田商業高校 64

31 ｂｙｅ ｂｙｅ 63

30 ｂｙｅ ｂｙｅ 62

29 伊藤　広翔　 明桜高校 安倍  千弘 由利工業高校 61

28 佐々木　悠斗秋田商業高校 佐藤  壮人 由利工業高校 60

27 ｂｙｅ ｂｙｅ 59

26 ｂｙｅ ｂｙｅ 58

25 長谷部  恭平秋田商業高校 瀧口　威　　　明桜高校 57

24 梶原  大樹 由利工業高校 虻川  優太 秋田南高校 56

23 ｂｙｅ ｂｙｅ 55

22 ｂｙｅ ｂｙｅ 54

21 小池  楓斗 由利工業高校 佐々木  琉希西目高校 53

20 猪股  優太 西目高校 髙橋  恵太 秋田商業高校 52

19 ｂｙｅ ｂｙｅ 51

18 ｂｙｅ ｂｙｅ 50

17 持石  祥平 秋田商業高校 佐藤  蒼天 秋田商業高校 49

16 伊藤  優志 秋田高専 佐々木  優斗秋田商業高校 48

15 ｂｙｅ ｂｙｅ 47

14 ｂｙｅ ｂｙｅ 46

13 葛巻  伶音 秋田工業高校 杉渕　颯　　 明桜高校 45

12 伊東　千冴　 明桜高校 伊藤  舶 西目高校 44

11 ｂｙｅ ｂｙｅ 43

10 ｂｙｅ ｂｙｅ 42

9 佐藤  直道 秋田商業高校 小川  北斗 由利工業高校 41

8 佐藤  奨真 由利工業高校 畠山  晴圭 本荘高校 40

7 ｂｙｅ ｂｙｅ 39

6 ｂｙｅ ｂｙｅ 38

5 平泉　李空 明桜高校 三浦  卓士 秋田工業高校 37

4 土門  響 西目高校 羽賀　大瑛　 明桜高校 36

3 遠山  一輝 由利工業高校 ｂｙｅ 35

2 ｂｙｅ ｂｙｅ 34

1 野坂  迅 秋田商業高校 國井  圭輔 秋田商業高校 33



第３４回秋田県ジュニアテニス選手権大会

２０２１年６月２６日～２７日

秋田県立中央公園テニスコート

１８歳以下女子シングルス

【シード順位】

１．櫻田  知奈　２．堀江  陽菜　３．小林  うぶ　４．冨樫  つばさ

５～８　加藤  萌　　児玉  茉音　　佐々木  一花　　工藤  有彩　

31 ｂｙｅ

32 堀江  陽菜 聖霊高校

29 工藤  紗希　 聖霊高校

30 ｂｙｅ

27 ｂｙｅ

28 袴田  七海 秋田商業高校

25 佐々木  一花 西目高校

26 ｂｙｅ

23 ｂｙｅ

24 小林  うぶ 聖霊高校

21 小番  朱南 聖霊高校

22 ｂｙｅ

19 ｂｙｅ

20 武石  桃静 聖霊高校

17 児玉  茉音 聖霊高校

18 ｂｙｅ

15 ｂｙｅ

16 加藤  萌 西目高校

13 荻原  睦未 聖霊高校

14 ｂｙｅ

11 ｂｙｅ

12 石川  心優 秋田商業高校

9 冨樫  つばさ 西目高校

10 ｂｙｅ

7 ｂｙｅ

8 工藤  有彩 秋田商業高校

6 ｂｙｅ

3 齋藤  優花 西目高校

4 柴田  琴代 聖霊高校

1 櫻田  知奈 聖霊高校

2 ｂｙｅ

5 田中  碧 秋田商業高校



第３４回秋田県ジュニアテニス選手権大会

２０２１年６月２６日～２７日

秋田県立中央公園テニスコート

１８歳以下男子ダブルス

【シード順位】

１８歳以下女子ダブルス

【シード順位】

１．櫻田　知奈・堀江　陽菜　２．田中　碧・工藤　有彩

7 小林　うぶ・工藤　紗希 聖霊高校

8 田中　碧・工藤　有彩 秋田商業高校

5 荻原　睦未・柴田　琴代 聖霊高校

6 髙橋　彩心・冨樫　つばさ 西目高校

3 小番　朱南・武石　桃静 聖霊高校

4 加藤　萌・佐々木　一花 西目高校

１．持石　祥平・原田　悠雅　２．佐々木優斗・鈴木　龍河　３．佐藤　直道・國井　圭輔　４．斎藤　駿斗・小川　北斗

1 櫻田　知奈・堀江　陽菜 聖霊高校

14 羽賀　大瑛・伊藤　広翔　　 明桜高校

2 石川  心優・袴田　七海 秋田商業高校

15 平泉　李空・杉渕　颯　　 明桜高校

16 佐々木優斗・鈴木　龍河 秋田商業高校

12 佐藤　奨真・遠山　一輝 由利工業高校

13 小池　楓斗・佐藤　壮人 由利工業高校

10 伊藤　優志・虻川　優太 秋田高専・秋田南高校

11 佐々木悠斗・髙橋　恵太 秋田商業高校

8 斎藤　駿斗・小川　北斗 由利工業高校

9 佐藤　直道・國井　圭輔 秋田商業高校

6 伊藤　　舶・土門　　響 西目高校

7 三浦　卓士・葛巻　伶音 秋田工業高校

伊東　千冴・瀧口　威　　 明桜高校

5 佐藤　蒼天・長谷部恭平 秋田商業高校

1 持石　祥平・原田　悠雅 秋田商業高校

2 梶原　大樹・安倍　千弘 由利工業高校

3 猪股　優太・佐々木琉希 西目高校

4


