
【資料】 令和元年５月

秋田県小学生ソフトテニス協議会関係大会の記録

（平成１５年度以降の主な県内大会）

1 秋田県小学生春季ソフトテニス大会

2 全日本小学生ソフトテニス選手権大会秋田県予選会

3 秋田県小学生秋季ソフトテニス大会（兼）東北学年別大会県予選会

4 秋田県小学生インドアソフトテニス大会（兼）全国小学生大会県予選会

全国小学生ソフトテニス大会（白子大会）予選会　※平成２１年度以降

5 秋田県小学生インドアソフトテニス大会（兼）東北学年別大会県予選会

6 市町村対抗小学生大会（ソフトテニス週間）

※県連または協議会主催大会のみ

（お願い）誤り等があればお知らせください。（小松）



１　秋田県小学生春季ソフトテニス大会【優勝者】福田和貴 岩澤　尚田口　大 工藤愛美名取敬恩 相馬夏実佐藤直希 鈴木友里三輪幸成 加瀬祐佳近藤広康 近藤めぐみ名取敬恩 門脇黎香工藤浩輔 渡辺陽子伊岡森和真 西尾夢美田口　将 藤田清楓貝森龍介 加瀬遥佳布袋屋虎太朗 青木　愛富樫　颯 松田有加庄司　陸 早川帆香小松佑亮 福田麗優鈴木健斗 高橋彩耶菊地逸平 二ツ井ジュニア 福田麗優 大曲ジュニア櫻橋晃太 将軍野クラブ 成田愛梨 二ツ井ジュニア相澤侑輝 竹田香緒 八郎潟町スポ少斎藤漱良 阿部奏絵 増田ジュニア佐藤大晴 高橋夏香岩間大輝 菊地澄佳小坂朝陽 森吉ジュニア 伊藤未羽 南外ジュニア櫻橋隼人 秋田ジュニア 高貝ここあ 仙北スポ少櫻橋隼人 秋田ジュニア 高貝ここあ 仙北スポ少浪岡　隼 大館ジュニア 田口奈穂 二ツ井ジュニア高栁順成 仙北スポ少 石井千栄子松岡彩人 森吉ジュニア 小野いずみ杉渕忠稀 田口陽向片岡将武 田口輝猪股悠志 船木彩花佐藤天 大越真緒伊藤玲央 南外ジュニア 山内叶愛葛岡斗真 横手スポ少 佐藤紗空

女子の部第１回第２回第３回

第１８回 令和２年度第１７回 平成３１年度

平成１５年度平成１６年度平成１７年度平成１８年度
男子の部

第５回第６回第７回第８回
第４回 平成１９年度平成２０年度平成２２年度平成２３年度平成２１年度 大館ジュニア

第１４回 平成２８年度第１５回 平成２９年度
平成２６年度平成２７年度第１３回
平成２４年度平成２５年度第１１回第１２回第１０回第９回

大曲ジュニア大館ジュニア森吉ジュニア大館ジュニア仙北スポ少大館ジュニア大曲ジュニア八郎潟町スポ少森吉ジュニア
第１６回 平成３０年度 森吉ジュニア大館ジュニア 八郎潟町スポ少港北スポ少港北スポ少大館ジュニア

大館ジュニア八郎潟町スポ少港北スポ小港北スポ少港北スポ少港北スポ少港北スポ少大曲ジュニア
八郎潟町スポ少



２　全日本小学生ソフトテニス選手権大会秋田県予選会【優勝者】須田成人 宇佐美聡子大西　譲 工藤千晶工藤浩輔 伊藤亜貴子岩澤恒紀 松田千尋名取敬恩 伊藤佑佳工藤浩輔 佐藤瑞希名取敬恩 門脇黎香工藤浩輔 渡辺陽子伊岡森和真 清水梨香田口　将 赤坂ほのか富樫　颯 加瀬遥佳庄司　陸 青木　愛伊藤章騎 小山莉奈平川誉裕 佐々木千明中川柊人 福田麗優布袋屋雄太朗 高橋彩耶菊地逸平 二ツ井ジュニア 福田麗優 大曲ジュニア櫻橋晃太 将軍野クラブ 成田愛梨 二ツ井ジュニア西根拓海 高橋夏香佐藤大晴 菊地澄佳相馬駿祐 高橋夏香佐藤敦則 菊地澄佳東海林賢悟 出雲　星 二ツ井ジュニア加賀屋翔大 加藤璃桜 協和スポ少佐々木章斗 南外ジュニア 高貝ここあ 仙北スポ少高栁順成 仙北スポ少 田口奈穂 二ツ井ジュニア西宮律己 相馬未藍西宮想心 遠藤夢知杉渕忠稀 九島ひより片岡将武 安保美紅小林晴斗 船木彩花櫻橋仁力 大越真緒髙橋優斗 杉渕和稀佐藤大駕 中嶋怜奈第１８回 令和２年度第１６回 平成３０年度第１７回 令和元年度

男子の部 女子の部第１回 平成１５年度第２回 平成１６年度 港北スポ少港北スポ少第３回 平成１７年度第４回 平成１８年度第５回 平成１９年度平成２０年度第７回 平成２１年度第８回 平成２２年度 大館ジュニア

第１５回 平成２９年度
第１２回 平成２６年度第１３回 平成２７年度第１４回 平成２８年度
第９回 平成２３年度第１０回 平成２４年度第１１回 平成２５年度
第６回

仙北スポ少大館ジュニア大館ジュニア大館ジュニア仙北スポ少二ツ井ジュニア大館ジュニア森吉ジュニア 大曲ジュニア

八郎潟町スポ少
八郎潟町スポ少八郎潟町スポ少南外ジュニア大曲ジュニア森吉ジュニア森吉ジュニア八郎潟町スポ少大曲ジュニア 森吉ジュニア秋田市ジュニア港北スポ少

能代山本ジュニア港北スポ少大館ジュニア港北スポ少大曲ジュニア



３　秋田県小学生秋季ソフトテニス大会（兼）東北学年別大会県予選会【優勝者】福田和貴 佐々木　架 工藤浩輔 岩澤　尚 伊藤亜貴子 加瀬祐佳田口　大 工藤寛大 岩澤恒紀 工藤愛美 松田千尋 近藤めぐみ赤平潤也 田村和樹 名取敬恩 伊藤亜貴子 加瀬祐佳 藤原優美香佐藤直希 梁　優士 澤口太希 松田千尋 近藤めぐみ 川村つばさ三浦彬彦 名取敬恩 伊岡森和真 加瀬祐佳 門脇黎香 清水梨香 大館ジュニア長野和弥 工藤浩輔 田口　将 近藤めぐみ 渡辺陽子 斎藤瑞穂 八郎潟町スポ少名取敬恩 伊岡森和真 富樫　颯 門脇黎香 斎藤瑞穂 加瀬遥佳工藤浩輔 田口　将 庄司　陸 渡辺陽子 小玉美咲 青木　愛伊岡森和真 貝森龍介 伊藤章騎 清水梨香 加瀬遥佳 松田有加田口　将 布袋屋虎太朗 平川誉裕 赤坂ほのか 青木　愛 早川帆香貝森龍介 伊藤章騎 中川柊人 加瀬遥佳 松田有加 福田麗優布袋屋虎太朗 平川誉裕 布袋屋雄太朗 青木　愛 早川帆香 高橋彩耶伊藤章騎 中川柊人 櫻橋晃太 将軍野クラブ 小山莉奈 福田麗優 伊藤　栞平川誉裕 布袋屋雄太朗 菊地逸平 二ツ井ジュニア 佐々木千明 高橋彩耶 勝田ことね小松佑亮 菊地逸平 二ツ井ジュニア 佐藤大晴 福田麗優 高橋琉羽 竹田香緒鈴木健斗 櫻橋晃太 将軍野クラブ 西根拓海 高橋彩耶 藤原あずさ 須田愛花菊地逸平 二ツ井ジュニア 相澤侑輝 佐藤大晴 福田麗優 大曲ジュニア 若松智穂 白戸花歩櫻橋晃太 将軍野クラブ 斎藤漱良 岩間大輝 成田愛梨 二ツ井ジュニア 関口結衣 菊地澄佳猿田陽佑 港北スポ少 佐藤大晴 小坂朝陽 森吉ジュニア 竹田香緒 八郎潟町スポ少 高橋夏香 田口奈穂西根拓海 森吉ジュニア 岩間大輝 櫻橋隼人 二ツ井ジュニア 阿部奏絵 増田ジュニア 菊地澄佳 清水華凛佐藤大晴 本間勇太 佐々木章斗 南外ジュニア 鈴木貴子 橋本心愛 宮崎凛愛岩間大輝 浪岡　隼 高栁順成 仙北スポ少 松井望亜 加藤桃花 石川香凛本間勇太 大館ジュニア 櫻橋隼人 秋田ジュニア 吉田夕輝 出雲　星 二ツ井ジュニア 出雲　陽 相馬未藍小坂朝陽 森吉ジュニア 浪岡　隼 大館ジュニア 中嶋柊哉 加藤璃桜 協和スポ少 細川　柊 遠藤夢知櫻橋隼人 秋田ジュニア 西宮律己 鶴田歩夢 京野佑南 出雲　陽 高橋紗羽浪岡　隼 大館ジュニア 西宮想心 佐藤　仁 石川香凛 簾内結衣 高橋　鈴西宮律己 鶴田歩夢 小林晴斗 出雲　陽 二ツ井ジュニア 作佐部那美 船木彩花西宮想心 佐藤　仁 吉川真翔 遠藤夢知 八郎潟町スポ少 桑原　暖 大越真緒杉渕忠稀 豊島涼介 小林晴斗 田口陽向 船木彩花 杉渕和稀片岡将武 髙橋佑希 櫻橋仁力 田口輝 大越真緒 中嶋怜奈畠山蒼真 髙橋優斗 櫻橋仁力 八郎潟町スポ少 松嶋ゆきな 中嶋怜奈 青山侑里香畠山七樹 佐藤大駕 山内航太 仙北スポ少 田口春暖 杉渕和稀 相馬花佳第１６回 平成３０年度第１７回 令和元年度

第１回 平成１５年度第２回 平成１６年度第３回 平成１７年度第４回 平成１８年度第５回 平成１９年度第６回 平成２０年度第７回 平成２１年度第８回 平成２２年度第９回 平成２３年度第１０回 平成２４年度第１１回 平成２５年度第１２回 平成２６年度

男子 女子６年生の部 ５年生の部 ４年生以下の部 ６年生の部 ５年生の部 ４年生以下の部
大館ジュニア港北スポ少大館ジュニア二ツ井ジュニア大館ジュニア

大曲ジュニア大館ジュニア仙北スポ少大館ジュニア仙北スポ少大館ジュニア二ツ井ジュニア

第１４回 平成２８年度第１５回 平成２９年度第１３回 平成２７年度

港北スポ少大曲ジュニア港北スポ少港北スポ少大曲ジュニア南外ジュニア八郎潟町スポ少八郎潟町スポ少二ツ井ジュニア八郎潟町スポ少八郎潟町スポ少増田ジュニア港北スポ少森吉ジュニア

大館ジュニア港北スポ少港北スポ少港北スポ少

八郎潟町スポ少森吉ジュニア
協和スポ少二ツ井ジュニア二ツ井ジュニア港北スポ少港北スポ少

港北スポ少港北スポ少港北スポ少八郎潟町スポ少港北スポ少港北スポ少大曲ジュニア増田ジュニア大館ジュニア八郎潟町スポ少森吉ジュニア森吉ジュニア
森吉ジュニア

大曲ジュニア大曲ジュニア
横手スポ小

大館ジュニア大館ジュニア仙北スポ少大館ジュニア二ツ井ジュニア大館ジュニア

森吉ジュニア横手スポ小協和スポ少 横手スポ小八郎潟町スポ少八郎潟町スポ少

八郎潟町スポ少

大館ジュニア大館ジュニア大館ジュニア仙北スポ少
大曲ジュニア

大曲ジュニア森吉ジュニア森吉ジュニア二ツ井ジュニア
森吉ジュニア 森吉ジュニア大館ジュニア 八郎潟町スポ少港北スポ少二ツ井ジュニア



４　秋田県小学生インドアソフトテニス大会（兼）全国小学生大会県予選会【優勝者】※第７回大会（平成２１年度）より全国小学生大会（白子町）の県予選会とする男子Ａクラス 男子Ｂクラス 女子Ａクラス 女子Ｂクラス Ｃクラス須田成人 岩澤恒紀 岩澤　尚 佐藤あかり 名取敬恩大西　譲 工藤浩輔 工藤愛美 相澤理子 澤口太希名取敬恩 田村和樹 伊藤亜貴子 高橋有紗 布袋屋虎太朗佐藤直希 梁　優士 松田千尋 伊藤奈菜 虻川竜輝名取敬恩 池田智樹 加瀬祐佳 進藤　遙 伊岡森和真工藤浩輔 滝　壱成 近藤めぐみ 小山紗季 田口　将岩澤恒紀 富樫　颯 門脇黎香 斎藤瑞穂 加瀬遥佳澤口太希 庄司　陸 渡辺陽子 小玉美咲 青木　愛伊岡森和真 湯沢充貴 加瀬遥佳 山田優理 松田有加田口　将 赤坂　壮 青木　愛 豊田瑞季 早川帆香貝森龍介 永澤　樹 加瀬遥佳 小山莉奈 福田麗優布袋屋虎太朗 藤田崚介 青木　愛 佐々木千明 高橋彩耶男子 女子６年生の部 ５年生の部 ４年生以下の部 ６年生の部 ５年生の部 ４年生以下の部富樫　颯 中川柊人 三浦　駿 伊藤朱里 福田麗優 阿部奏絵庄司　陸 布袋屋雄太朗 赤坂竜哉 八嶋美咲 高橋彩耶 沼沢亜美※５年生の部と４年生以下の部が全国大会種目男子 女子５年生の部 ４年生以下の部 ５年生の部 ４年生以下の部兎澤光一 相澤侑輝 福田麗優 大曲ジュニア 伊藤菜那花田将太 斎藤漱良 成田愛梨 二ツ井ジュニア 菊地花音猿田陽佑 佐藤大晴 畠山志穂 鈴木貴子伊藤駿希 岩間大輝 菊地捺央 松井望亜男子 女子６年生の部 (シングルス) ５年生の部 ４年生以下の部 ６年生の部 (シングルス) ５年生の部 ４年生以下の部佐藤大晴 加賀飛波斗 横手スポ少 鎌田　韻 加藤桃花岩間大輝 後藤遥眞 仙北スポ少 中川原きあ 橋本心愛本間勇太 佐々木章斗 南外ジュニア 小茄子川夏月 大曲ジュニア 田口奈穂浪岡　隼 高栁順成 仙北スポ少 倉田優音 仙北スポ少 清水華凛櫻橋隼人 秋田市ジュニア 冨樫泰斗 細川　柊 遠藤夢知浪岡　隼 大館ジュニア 相馬史弥 清水華凛 相馬未藍船木啓人 鶴田歩夢 石井千栄子 田口陽向綿引光太郎 佐藤　仁 小野いずみ 田口輝鶴田歩夢 小林晴斗 佐藤かすみ 船木彩花佐藤　仁 櫻橋仁力 小坂美帆 大越真緒畠山蒼真 小林晴斗 船木彩花 丸岡希来 八郎潟町スポ少畠山七樹 櫻橋仁力 大越真緒 高橋星煌 仙北スポ少髙橋優斗 土橋空矢 中嶋怜奈 青山侑里香佐藤大駕 土橋幸矢 杉渕和稀 相馬花佳
相澤侑輝佐藤大晴小坂朝陽櫻橋隼人西宮想心杉渕忠稀 大曲ジュニア

八郎潟町スポ少森吉ジュニア森吉ジュニア秋田ジュニア森吉ジュニア森吉ジュニア二ツ井ジュニア畠山蒼真
大館ジュニア横手スポ小八郎潟町スポ少八郎潟町スポ少八郎潟町スポ少

森吉ジュニア大館ジュニア港北スポ少横手スポ小二ツ井ジュニア 協和スポ少
阿部奏絵星野司苑出雲　星細川　柊出雲　陽田口陽向加藤寧々

増田ジュニア港北スポ少二ツ井ジュニア二ツ井ジュニア二ツ井ジュニア港北スポ少
横手スポ小二ツ井ジュニア八郎潟町スポ少秋田市ジュニア港北スポ少森吉ジュニア

協和スポ少二ツ井ジュニア八郎潟町スポ少港北スポ少港北スポ少八郎潟町スポ少

大館ジュニア 大館ジュニア 大館ジュニア 南外ジュニア 大曲ジュニア 増田ジュニア
大館ジュニア港北スポ少 八郎潟町スポ少森吉ジュニア 二ツ井ジュニア 南外ジュニア横手スポ小

仙北スポ少大館ジュニア大館ジュニア大館ジュニア仙北スポ少大館ジュニア
大館ジュニア大館ジュニア仙北スポ少大館ジュニア大館ジュニア大曲ジュニア

大館ジュニア港北スポ少港北スポ少港北スポ少港北スポ少港北スポ少
港北スポ少大館ジュニア大曲ジュニア八郎潟町スポ少港北スポ少大曲ジュニア

大館ジュニア大館ジュニア仙北スポ少港北スポ少港北スポ少大曲ジュニア

第１６回 平成３０年度第１７回 令和元年度

第４回 平成１８年度第５回 平成１９年度第６回 平成２０年度
第１回 平成１５年度第２回 平成１６年度第３回 平成１７年度

平成２４年度第１０回第１２回

第７回 平成２１年度
第８回 平成２２年度第９回 平成２３年度
第１４回 平成２８年度第１５回 平成２９年度
第１１回 平成２５年度平成２６年度第１３回 平成２７年度



５　秋田県小学生インドアソフトテニス大会（兼）東北学年別大会県予選会【優勝者】男子の部 女子の部福田和貴 宇佐美聡子田口　大 工藤千晶名取敬恩 加瀬祐佳澤口太希 近藤めぐみ名取敬恩 加瀬祐佳工藤浩輔 近藤めぐみ名取敬恩 貝森祐佳工藤浩輔 赤坂ほのか貝森龍介 清水梨香布袋屋虎太朗 赤坂ほのか湯沢充貴 加瀬遥佳赤坂　壮 青木　愛伊藤章騎 小山莉奈平川誉裕 佐々木千明中川柊人 福田麗優布袋屋雄太朗 高橋彩耶兎澤光一 福田麗優 大曲ジュニア花田将太 成田愛梨 二ツ井ジュニア相澤侑輝 鈴木貴子斎藤漱良 松井望亜佐藤大晴 鈴木貴子岩間大輝 松井望亜小坂朝陽 森吉ジュニア 出雲　星 二ツ井ジュニア本間勇太 大館ジュニア 加藤璃桜 協和スポ少櫻橋隼人 秋田ジュニア 高貝ここあ 仙北スポ少浪岡　隼 大館ジュニア 田口奈穂 二ツ井ジュニア西宮律己 高橋実咲 協和スポ少西宮想心 和田愛香 八郎潟町スポ少杉渕忠稀 田口陽向片岡将武 田口輝畠山蒼真 船木彩花畠山七樹 大越真緒

八郎潟町スポ少森吉ジュニア
森吉ジュニア森吉ジュニア二ツ井ジュニア

大曲ジュニア大館ジュニア大館ジュニア大館ジュニア大館ジュニア大館ジュニア二ツ井ジュニア大館ジュニア大館ジュニア 大曲ジュニア大曲ジュニア横手スポ小横手スポ小
港北スポ少港北スポ少

港北スポ小港北スポ小港北スポ小大館ジュニア大館ジュニア港北スポ少

第１６回 平成３０年度第１７回 令和元年度
第１３回 平成２７年度第１５回 平成２９年度

第７回 平成２１年度第８回 平成２２年度
第１１回 平成２５年度第１２回 平成２６年度
第９回 平成２３年度第１０回 平成２４年度

第１回 平成１５年度第２回 平成１６年度

第１４回 平成２８年度

第５回 平成１９年度第３回 平成１７年度第４回 平成１８年度第６回 平成２０年度



６　市町村対抗小学生大会（ソフトテニス週間）第１回 平成１７年度 秋田市 港北スポ少Ａ 大館市 大館ジュニアＡ 北秋田市 森吉ジュニアＡ第２回 平成１８年度 八郎潟町 八郎潟町スポ少Ａ 秋田市 港北スポ少Ａ 大仙市 大曲ジュニアＡ第３回 平成１９年度 大館市 大館ジュニアＡ 大仙市 仙北スポ少Ａ 秋田市 港北スポ少第４回 平成２０年度 秋田市 港北スポ少Ａ 大仙市 大曲ジュニアＡ 八郎潟町 八郎潟町スポ少Ａ第５回 平成２１年度 大仙市 大曲ジュニアＡ 能代市 二ツ井ジュニアＢ 大館市 大館ジュニアＡ第６回 平成２２年度 大仙市 大曲ジュニアＡ 能代市 二ツ井ジュニアＡ 大仙市 南外ジュニアＡ第７回 平成２３年度 能代市 二ツ井ジュニアＡ 大仙市 大曲ジュニアＡ 八郎潟町 八郎潟町スポ少Ａ第８回 平成２４年度 北秋田市 森吉ジュニアＡ 大仙市 南外ジュニアＡ 八郎潟町 八郎潟町スポ少Ａ第９回 平成２５年度 八郎潟町 八郎潟町スポ少Ａ 大仙市 南外ジュニアＡ 横手市 横手スポ少Ａ第１０回 平成２６年度 大仙市 大曲ジュニアＡ 大仙市 協和スポ少Ａ 能代市 二ツ井ジュニアＡ第１１回 平成２７年度第１２回 平成２８年度 北秋田市 森吉ジュニアＡ 八郎潟町 八郎潟町スポ少Ａ 秋田市 秋田市ジュニアA大仙市 仙北スポ少A大仙市 協和スポ少A大仙市 仙北スポ少A大仙市 大曲ジュニアＡ

１位 ２位 ３位

（雨天中止）
秋田市 港北スポ少Ａ 横手市 横手スポ少A能代市 二ツ井ジュニアA 大館市 大館ジュニアＡ第１３回 平成２９年度第１４回 平成３０年度第１５回 令和元年度



小学生インドアクラス別大会（卒業記念）男子Ａクラス 男子Ｂクラス 女子Ａクラス 女子Ｂクラス平成１５年度 第１回平成１６年度 第２回平成１７年度 第３回 名取敬恩 大館ジュニア 池田智樹 仙北スポ少 加瀬祐佳 港北スポ少 庄司萌恵子工藤浩輔 大館ジュニア 滝　壱成 仙北スポ少 近藤めぐみ 港北スポ少 清水梨香平成１８年度 第４回 名取敬恩 大館ジュニア 冨樫　颯 大館ジュニア 門脇黎香 港北スポ少 仙北屋歩実工藤浩輔 大館ジュニア 庄司　陸 大館ジュニア 渡辺陽子 港北スポ少 滝沢幸恵平成１９年度 第５回 伊岡森和真 仙北スポ少 中川　柊 大館ジュニア 清水梨香 大館ジュニア 伊藤結衣田口　将 仙北スポ少 布袋屋雄太朗 大館ジュニア 赤坂ほのか 大館ジュニア 安田有希平成２０年度 第６回 伊藤章騎 二ツ井ジュニア 小松佑亮 大曲ジュニア 加瀬遥佳 港北スポ少 水戸瀬優奈平川誉裕 二ツ井ジュニア 鈴木健斗 大曲ジュニア 青木　愛 港北スポ少 田中来実平成２１年度 第７回 伊藤章騎 二ツ井ジュニア 木村一貴 港北スポ少 松田有加 港北スポ少 櫻庭優有子平川誉裕 二ツ井ジュニア 清水川稜二 港北スポ少 早川帆香 港北スポ少 竹田菜々平成２２年度 第８回　１０回 東日本大震災により中止平成２３年度 第９回　１０回 菊地逸平 二ツ井ジュニア 松本紘汰 秋田市ジュニア 福田麗優 大曲ジュニア 藤原笑美櫻橋晃太 将軍野クラブ 若松裕貴 大館ジュニア 成田愛梨 二ツ井ジュニア 三浦眞矢乃平成２４年度 第１０回　１１回 猿田陽佑 港北スポ少 工藤柊吾 大館ジュニア 高橋夏香 八郎潟町スポ少 石井三紀子伊藤駿希 港北スポ少 大川優希 大館ジュニア 菊地澄佳 八郎潟町スポ少 石川綾香※平成２４年度で修了



Ｃクラス
大館ジュニア大館ジュニア港北スポ少 伊藤章騎 二ツ井ジュニア港北スポ少 平川誉裕 二ツ井ジュニア八郎潟町スポ少 小山莉奈 大曲ジュニア八郎潟町スポ少 佐々木千明 大曲ジュニア港北スポ少 木村一貴 港北スポ少港北スポ少 清水川稜二 港北スポ少八郎潟町スポ少 成田聖允 森吉ジュニア八郎潟町スポ少 西根拓海 森吉ジュニア大館ジュニア 高貝ひかり 仙北スポ少大館ジュニア 小茄子川夏月 大曲ジュニア八郎潟町スポ少 本間勇太 大館ジュニア八郎潟町スポ少 浪岡　隼 大館ジュニア


