
第１回 ショートテニス ジュニアサーキット
東北グランドチャンピオン大会

日時：平成31年3月23日(日)

会場：秋田県美郷町総合体育館「リリオス」

【 参加者数 】
男子 女子

U-8 U-10 U-12 計 U-8 U-10 U-12 計
合計

秋田 5 11 11 27 7 13 11 31 58

青森 4 6 6 16 3 6 6 15 31

山形 4 3 5 12 5 4 6 15 27

福島 4 2 2 8 3 1 1 5 13

合計 17 22 24 63 18 24 24 66 129



【男子】

種別 順位 氏名 フリガナ 所属 学校名・学年

第１位 柴田 心宝 シバタ シンジュ 青森・弘前市 時敏小②

第２位 菅原 理夢 スガワラ リム 山形・鶴岡市 朝暘第四小②

第３位 早坂 崇輔 ハヤサカ シュウスケ 山形・新庄市 新庄小①

第４位 柳谷 那知 ヤナギヤ ナチ 秋田・北秋田市 鷹巣東小①

第５位 本田 周也 ホンダ シュウヤ 福島・福島市 庭坂小②

第５位 影山 達也 カゲヤマ タツヤ 福島・郡山市 高瀬小②

第５位 矢口 成世 ヤグチ ナルセ 山形・真室川町 真室川小①

U-8

第５位 工藤 大馳 クドウ タイチ 青森・弘前市 福村小②

第１位 小野 暖心 オノ ハルト 秋田・北秋田市 綴子小③

第２位 土橋 幸矢 ドバシ ユキヤ 秋田・八郎潟町 八郎潟小④

第３位 土橋 空矢 ドバシ タカヤ 秋田・八郎潟町 八郎潟小④

第４位 藤田 結真 フジタ ユウマ 秋田・能代市 二ツ井小④

第５位 荒町 京助 アラマチ キョウスケ 青森・東北町 蛯沢小④

第５位 柳 谷 羚 ヤナギヤ レイ 秋田・北秋田市 鷹巣東小③

第５位 三 浦 翼 ミウラ ツバサ 福島・福島市 立子山小④

U-10

第５位 松宮 颯仁 マツミヤ ハヤト 青森・弘前市 福村小④

第１位 樋口 琥珀 ヒグチ コハク 福島・郡山市 大槻小⑥

第２位 畠山 蒼真 ハタケヤマ ソウマ 秋田・能代市 二ツ井小⑥

第３位 小林 晴斗 コバヤシ ハルト 秋田・八郎潟町 八郎潟小⑤

第４位 佐藤 大駕 サトウ タイガ 秋田・大仙市 大曲小⑤

第５位 有江 和紗 アリエ カズサ 山形・新庄市 沼田小⑤

第５位 佐 藤 仁 サトウ ジン 秋田・横手市 朝倉小⑤

第５位 柴崎 恭麻 シバサキ キョウマ 青森・東北町 蛯沢小⑤

U-12

第５位 猪股 悠志 イノマタ ユウシ 秋田・大館市 有浦小⑥



【女子】

種別 順位 氏名 フリガナ 所属 学校名・学年

第１位 畠山 日和 ハタケヤマ ヒヨリ 秋田・能代市 二ツ井小②

第２位 大武 夢菜 オオタケ ユメナ 福島・須賀川市 西袋第一小②

第３位 今野 暖花 コンノ ノドカ 山形・山形市 第三小②

第４位 鈴木 稟彩 スズキ リア 山形・鶴岡市 あつみ小②

第５位 今井 萌桃 イマイ モモ 青森・弘前市 豊田小②

第５位 中嶋 莉奈 ナカジマ リナ 青森・平川市 小和森小①

第５位 大武 姫菜 オオタケ ヒメナ 福島・須賀川市 西袋第一小②

U-8

第５位 佐藤 嘉乃 サトウ ヨシノ 山形・金山町 金山小②

第１位 宮原 真凛 ミヤハラ マリン 青森・弘前市 上東小④

第２位 大河原 唯 オオカワラ ユイ 福島・須賀川市 柏城小④

第３位 早坂 りおな ハヤサカ リオナ 山形・真室川町 真室川小④

第４位 青山 侑里香 アオヤマ ユリカ 秋田・八郎潟町 八郎潟小④

第５位 對 馬 優 ツシマ ユウ 山形・鶴岡市 朝暘第六小④

第５位 斉藤 愛莉 サイトウ アイリ 秋田・大仙市 協和小④

第５位 今井 未海 イマイ ミミ 青森・弘前市 豊田小④

U-10

第５位 相馬 花佳 ソウマ ハナカ 秋田・八郎潟町 八郎潟小④

第１位 天間 麗奈 テンマ レナ 青森・東北町 蛯沢小⑤

第２位 加藤 寧々 カトウ ネネ 秋田・大仙市 協和小⑥

第３位 千葉 遥菜 チバ ハルナ 青森・東北町 上北小⑥

第４位 畠山 梨央苗 ハタケヤマ リオナ 秋田・能代市 二ツ井小⑥

第５位 丸岡 希来 マルオカ キラ 秋田・八郎潟町 八郎潟小⑤

第５位 大武 心優 オオタケ ココナ 福島・須賀川市 西袋第一小⑤

第５位 立花 桜彩 タチバナ サヤ 青森・おいらせ町 木ノ下小⑥

U-12

第５位 松嶋 ゆきな マツシマ ユキナ 秋田・能代市 二ツ井小⑥



★各部門入賞者★


