
日時：2015年8月22日(土）　ｼﾝｸﾞﾙｽのみ予備日23日(日）

＊名前学年等に間違いがある場合は担当者までご連絡下さい

<小学生低学年男子の部> <小学生高学年女子の部>
1 館野小1 源　拓真 ミナモト　タクマ ウエストヒルズ 1 中島小5 鳥井　雪乃 トリイ　ユキノ 川北Jr
2 押野小1 辻本　悠嗣 ツジモト　ヒサツグ ショットJr 2 清湖小5 水島　光夏 ミズシマ　コナツ 内灘Jr
3 月津小2 松本　皐 マツモト　サツキ 小松Jr 3 第１小5 西出　彩笑 ニシデ　サエ V10
4 田上小2 喜多　翼 ショットJr 4 向粟崎小5 喜多　恋雪 キタ　コユキ 内灘Jr

5 松任小5 梅沢　瑠奈 ウメザワ　ルナ V10
6 南小立野小5 九重　咲穂 ココノエ　サホ

<小学生低学年女子の部> 7 川北小5 屋宜　優伽 ヤギ　ユウカ 川北Jr
1 栄田小1 濱崎　ちはる ハマサキ　チハル 津幡Jr 8 蕪城小5 高坂　望結 タカサカ　ミユ
2 荒屋小1 林　愛友奈 ハヤシ　アユナ 小松Ｊｒ 9 符津小5 中村　沙綾 ナカムラ　サヤ 小松Jr
3 伏見小2 水内　佑香 ミズウチ　ユウカ ショットJr 10 三馬小5 山口　真空 ヤマグチ　マソラ ショットJr
4 富樫小2 寺田　伊織 テラダ　イオリ ショットJr 11 緑小5 奥田　智花 オクダ SUMMIT
5 富樫小2 大積　綾乃 オオツミ　アヤノ ショットJr 12 向粟崎小6 是安　青空 コレヤス　セイア 内灘Jr

13 米丸小6 小西　つかさ コニシ　ツカサ いしかわJr
14 米丸小6 橋本　茉林 ハシモト　マリン いしかわJr

<小学生中学年男子の部> 15 清湖小6 岡部　佑里乃 オカベ　ユリノ 内灘Jr
1 戸板小2 角谷　亮 カドヤ　リョウ ショットＪｒ 16 条南小6 亀田　菜月 カメダ　ナツキ 津幡Jr
2 四十万小3 小野　達史 オノ　タツフミ V10 17 小6 西川　莉子 ニシカワ　リコ 津幡Jr
3 富陽小3 亀田　侑生 カメダ　ユウキ V10 18 中条小6 小谷　彩華 コダニ　サヤカ 津幡Jr
4 緑小3 関野　渡 セキノ　ワタル 19 新神田小6 寺西　瑞季 テラニシ　ミズキ SUMMIT
5 中条小3 久保　流輝 クボ　リュウキ 津幡Jr 20 犬丸小6 中井　春華 ナカイ　ハルカ 小松Jr
6 米丸小3 有江　彰人 Ｙ‘ｓ　Ｊｒ 21 川北小6 樋口　さくら ヒグチ　サクラ 川北Jr
7 森本小3 宮前　雄也 ミヤマエ　ユウヤ Ｙ‘ｓ　Ｊｒ 22 川北小6 吉田　若菜 ヨシダ　ワカナ 川北Jr
8 条南小3 亀田　朋哉 カメダ　トモヤ 津幡Jr 23 高浜小6 名山　幸那 ナヤマ　ユキナ 志賀Jr
9 中島小3 染谷　柊真 ソメタニ　シュウマ 川北Jr 24 高浜小6 清水　咲良 シミズ　サラ 志賀Jr
10 諸江町小4 前川　瑞樹 マエカワ　ミズキ ウエストヒルズ 25 堀松小6 熊井　桃奈 クマイ　モモナ 志賀Jr
11 野々市小4 矢原　明弥 ヤハラ　メイヤ ウエストヒルズ 26 押野小6 竹内　愛眞 タケウチ　イマ ショットJr
12 新神田小4 寺西　晴季 テラニシ　ハルキ ＳＵＭＭＩＴ 27 富陽小6 亀田　真夕 カメダ　マユ V10
13 米丸小4 橘　秀虎 タチバナ　ヒデトラ ＳＵＭＭＩＴ
14 明光小4 源　聖悟 ミナモト　セイゴ ＧＥＴＴ
15 米丸小4 松本　京眞 マツモト　ケイマ 西金沢キッズ
16 明光小4 吉澤　楽人 ヨシザワ　ガクト GETT ＜担当者＞
17 金大附属小4 五十嵐　亮輔 イガラシ　リョウスケ 西南部Jr
18 旭丘小4 北川　英弥 キタガワ　トシヤ
19 押野小4 竹内　悠 タケウチ　ハル ショットＪｒ
20 清湖小4 柴田　琉生 シバタ　ルイ 内灘Jr
21 押野小4 辻本　陽敬　 ツジモト　ハルタカ ショットＪｒ
22 条南小4 野原　康平 ノハラ　コウヘイ 津幡Jr

　　　

2015ファミリーエンジョイテニス　＜シングルス大会＞参加者名簿

＊申し込み者に記入漏れがないかご確認下さい。 場所：辰口丘陵公園テニスコート

受付時間：シングルス大会9時受付終了　　

　　　　＜シングルス大会＞　（１３９名）

＊中学生はハードコートを使用する場合があるのでシューズを用意してください

宮本　典子　　(TEL 090-8094-1817）



<小学生中学年女子の部> <中学生男子の部>
1 西小3 保志場　美空 ホシバ　ミク ウエストヒルズ 1 松任小6 吉田　悠真 ヨシダ　ユウマ 笠間TC
2 清湖小3 柴田　妃香里 シバタ　ヒカリ 内灘Jr 2 北陸学院中1 高辻　一翔 タカツジ　イツト
3 中島小3 長谷田　吏泉 ハセダ　リセ 川北Jr 3 寺井中1 北山　葵 キタヤマ　アオイ 小松Jr
4 中島小3 斉藤　沙桜 サイトウ　サラ 川北Jr 4 内灘中1 水島　唯人 ミズシマ　ユイト 内灘Jr
5 笠野小3 小寺　紅 コデラ　ベニ 津幡Jr 5 額中1 小野　晃広 オノ　アキヒロ V10
6 東明小3 川尻　夢乃 カワシリ　ユメノ 6 南部中1 土山　達也 ツチヤマ　タツヤ 小松Jr
7 蕪城小3 高坂　那弥 タカサカ　ナミ 7 内灘中1 岡部　凛大 オカベ　リンダイ 内灘Jr
8 川北小4 石川　乙葉 イシカワ　オトハ 川北Jr 8 津幡中1 槻谷　俊弥 ツキタニ　シュンヤ 津幡Jr
9 向粟崎小4 是安　朝陽 コレヤス　アサヒ 内灘Jr 9 金大附属中2 井口　公希 イノクチ　コウキ
10 条南小4 堀内　梨央 ホリウチ　リオ 津幡Jr 10 布水中2 池田　健太郎 イケダ　ケンタロウ いしかわJr
11 米丸小4 能坂　あい ノザカ　アイ いしかわJr 11 松任中2 吉田　昴史 ヨシダ　アガシ 笠間TC
12 中島小4 橋本　夏凛 ハシモト　カリン 川北Jr 12 星稜中2 西本　零央 ニシモト　レオ
13 菅原小4 吉野　真央 ヨシノ　マオ ウエストヒルズ 13 浅田　悠真 アサダ　ユウマ ウエストヒルズ
14 条南小4 天日　彩乃 テンニチ　アヤノ 津幡Jr 14 星稜中3 渡辺　和宏 ワタナベ　カズヒロ ウエストヒルズ
15 荒屋小4 林　優実奈 ハヤシ　ユミナ 小松Jr
16 英田小4 林　彩乃　 ハヤシ　アヤノ 津幡Jr
17 高浜小4 高嶋　夕莉 タカシマ　ユウリ 志賀Jr <中学生女子の部>
18 高浜小4 三原　光玖 ミハラ　ミク 志賀Jr 1 鞍月小5 山森　姿月 ヤマモリ　シヅキ ウエストヒルズ
19 泉小4 奥田　葉月 オクダ　ハヅキ ショットJr 2 金大付属小6 町田　愛理亜 マチダ　アリア ウエストヒルズ

3 志賀中1 越後　奈津子 エチゴ　ナツコ 志賀Jr
4 錦中1 清水　りか シミズ　リカ

<小学生高学年男子の部> 5 紫錦台中1 市川　琴海 イチカワ　コトミ
1 諸江町小5 大澤　来斗 オオサワ　ライト 東金沢Jr 6 紫錦台中1 涌田　愛夏 ワクダ　アイカ
2 小立野小5 笠井　理久 カサイ　リク 城東Jr 7 紫錦台中1 坂井　志歩 サカイ　シホ
3 小立野小5 笠井　祐久 カサイ　タスク 城東Jr 8 紫錦台中1 山本　夏美 ヤマモト　ナツミ
4 井上小5 中山　裕也 ナカヤマ　ユウヤ 津幡Jr 9 紫錦台中1 松崎　未歩 マツザキ　ミア
5 森本小5 宮前　太一 ミヤマエ　タイチ ウエストヒルズ 10 紫錦台中1 宮﨑　愛奈 ミヤザキ　アイナ
6 笠野小5 小寺　稀介 コデラ　キスケ 津幡Jr 11 内灘中2 田中　茉日 タナカ　マヒル
7 条南小5 天日　啓貴 テンニチ　ヒロタカ 津幡Jr 12 星稜中2 北川　李美 キタガワ　リミ
8 富樫小5 高崎　昊大 タカサキ　コウタ ウエストヒルズ 13 松任中2 酒屋　結衣 サカヤ　ユイ 笠間TC
9 広陽小5 堀岡　航 ホリオカ　コウ ＧＥＴＴ 14 紫錦台中2 長原　歩香 ナガハラ　アユカ 内灘Jr
10 金大附属小5 林　真央 ハヤシ　マヒロ ショットJr 15 川北中2 村上　未実 ムラカミ　ミノリ 川北Jr
11 清湖小6 川合　海斗 カワイ　カイト 内灘Jr 16 川北中2 佐々木　結衣 ササキ　ユイ 川北Jr
12 条南小6 堀内　雄晴 ホリウチ　タケハル 津幡Jr 17 川北中2 北野　水晶 キタノ　ミア 川北Jr
13 米丸小6 能坂　輝 ノザカ　アキラ いしかわJr 18 川北中2 川北　玲奈 カワキタ　レイナ 川北Jr
14 立川北小6 永井　蒼士 ナガイ　アオシ 川北Jr 19 川北中2 番匠　海遊 バンショウ　ミウ 川北Jr
15 中条小6 久保　洸晴 クボ　コウセイ 津幡Jr 20 紫錦台中2 高峯　みなも タカミネ　ミナモ
16 緑小6 浅井　嘉一 アサイ　カイチ SUMMIT 21 紫錦台中2 小野　結子 オノ　ユイコ
17 三谷小6 東　光翼 ヒガシ　コウスケ ウエストヒルズ 22 紫錦台中2 石黒　萌々子 イシグロ　モモコ
18 条南小6 今村　雄太 イマムラ　ユウタ 津幡Jr 23 紫錦台中2 中村　早陽 ナカムラ　サヨ
19 杜の里小6 越山　悠陸 コシヤマ　ユウリ ショットJr 24 紫錦台中2 橋野　通世 ハシノ　ミチヨ
20 御園小6 水野　寛大 ミズノ　カンタ ショットJr 25 紫錦台中2 小川　佳奈 オガワ　カナ
21 御園小6 中山　隼希 ナカヤマ　シュンキ ショットJr
22 米丸小6 北川　泰輝 キタガワ　タイキ ショットJr
23 伏見小6 織田　哲平 オダ　テッペイ ショットJr


