
女子 参加申込リスト
1 泉   桃花 イズミ   モモカ 女子 ファンキーTA 中2

2 那波   碧彩 ナバ   アオサ 女子 ファンキーTA 中2

3 進藤   桃花 シンドウ   モモカ 女子 秋田アスレティッククラブ 中2

4 佐々木   里琳 ササキ   リリン 女子 秋田アスレティッククラブ 中3

5 伊藤   希紗 イトウ   キサラ 女子 秋田アスレティッククラブ 中3

6 佐々木   実夕 ササキ   ミユ 女子 秋田高校 高1

7 袴田   七海 ハカマタ   ナナミ 女子 秋田商業高校 高2

8 石川   心優 イシカワ   ミユウ 女子 秋田商業高校 高2

9 石川   実生 イシカワ   ミオ 女子 秋田商業高校 高1

10 工藤   有彩 クドウ   アリサ 女子 秋田商業高校 高2

11 長尾   日菜乃 ナガオ   ヒナノ 女子 秋田商業高校 高1

12 佐々木   美空 ササキ   ミク 女子 秋田商業高校 高1

13 泉　穂乃花 いずみ　ほのか 女子 聖霊高校 高1

14 伊藤　愛望 いとう　あみ 女子 聖霊高校 高1

15 佐藤　来海 さとう　くるみ 女子 聖霊高校 高1

16 作左部那美 さくさべ　なみ 女子 聖霊高校 高1

17 小野くるみ おの　くるみ 女子 聖霊高校 高1

18 武石　桃静 たけいし　ももか 女子 聖霊高校 高2

男子

1 石田   顕斗 イシダ   ケント 男子 ファンキーTA 中1

2 野坂   条 ノザカ   ジョウ 男子 ファンキーTA 中3

3 石川   悠 イシカワ   ハルフミ 男子 ファンキーTA 中2

4 続橋   優斗 ツヅキハシ   ユウト 男子 山王テニスクラブ 中3

5 能登屋   健星 ノトヤ   ケンセイ 男子 山王テニスクラブ 中2

6 大泉   恒 オオイズミ   コウ 男子 秋田アスレティッククラブ 中2

7 伊藤   優志 イトウ   ユウシ 男子 秋田高専 高2

8 後藤   健介 ゴトウ   ケンスケ 男子 秋田高専 高1

9 佐々木   悠介 ササキ   ユウスケ 男子 秋田高専 高1

10 大関   健斗 オオゼキ   タケト 男子 秋田高校 高1

11 美作   匠人 ミマサカ   タクト 男子 秋田高校 高1

12 畠山　   晴圭 ハタケヤマ   ハルヨシ 男子 本荘高校 高2

13 榎   克心 エノキ   カツミ 男子 秋田商業高校 高1

14 石川   優安 イシカワ   ユアン 男子 秋田商業高校 高2

15 佐藤   利惟 サトウ   リイ 男子 秋田商業高校 高1

16 原田   悠雅 ハラダ   ユウガ 男子 秋田商業高校 高2

17 野坂   迅 ノザカ   ジン 男子 秋田商業高校 高3

18 浜口   源生 ハマグチ   ゲンセイ 男子 秋田商業高校 高1

19 佐々木   優斗 ササキ   ユウト 男子 秋田商業高校 高3

20 持石   祥平 モチイシ   ショウヘイ 男子 秋田商業高校 高2

21 熊谷   龍馬 クマガイ   リュウマ 男子 秋田商業高校 高1

22 長谷部   恭平 ハセベ   キョウヘイ 男子 秋田商業高校 高2

23 櫻庭   蒼大 サクラバ   ソウタ 男子 秋田商業高校 高2

24 猪股　優太 いのまた　ゆうた 男子 西目高校 高2

25 遠藤　旭 えんどう　あさひ 男子 西目高校 高2

26 伊藤　舶 いとう　はく 男子 西目高校 高2

27 佐々木　琉希 ささき　りゅうき 男子 西目高校 高2

28 池田　泰良 いけだ　たいら 男子 西目高校 高2

29 進藤　和樹 しんどう　かずき 男子 西目高校 高2

30 土門　響 どもん　ひびき 男子 西目高校 高2

31 柳橋　拓弥 やなぎばし　たくみ 男子 西目高校 高2

32 木内　颯 きのうち　そう 男子 西目高校 高1

33 広田　晴登 ひろた　はると 男子 西目高校 高1
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