
日時：2016年8月20日(土）　ｼﾝｸﾞﾙｽのみ予備日21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
＜担当＞関戸　麗子　　(TEL 090-2032-3395）

<小学生低学年男子の部> <小学生高学年女子の部>
1 伏見かわい幼稚園 竹内　聡 タケウチ　アキ Ｙ‘ｓ　Ｊｒ 1 緑小４ 奥田　実花 オクダ　ミカ SUMMIT
2 泉小１ 加登　想空 カトウ　ソラ ショットJr 2 中島小５ 竹田　愛夏 タケダ　マナカ 川北Jr
3 英田小２ 中村　謙心 ナカムラ　ケンシン 津幡Jr 3 中島小５ 橋本　夏凛 ハシモト　カリン 川北Jr
4 条南小２ 野原　惇央 ノハラ　アツヒロ 津幡Jr 4 中島小５ 中川　綾乃 ナカガワ　アヤノ 川北Jr
5 第一小２ 菅嶋　倉士 スガジマ　ソウシ 小松Jr 5 米丸小５ 能坂　あい ノザカ　アイ Ｙ‘ｓ　Ｊｒ
6 野々市小２ 矢原　青空 ヤハラ　セラ ウエストヒルズ 6 米丸小５ 前田　柚葉 マエダ　ユズハ Ｙ‘ｓ　Ｊｒ

7 広陽小５ 野村　凛花 ノムラ　リンカ
8 広陽小５ 本野　莉子 モトノ　リコ
9 条南小５ 天日　彩乃 テンニチ　アヤノ 津幡Jr
10 条南小５ 堀内　梨央 ホリウチ　リオ 津幡Jr

<小学生低学年女子の部> 11 中条小５ 今村　優花 イマムラ　ユウカ 津幡Jr
1 中島小２ 染谷　紗花 ソメタニ 川北Jr 12 川北小５ 石川　乙葉 イシカワ　オトハ 川北Jr
2 英田小２ 濱崎　ちはる ハマサキ　チハル 津幡Ｊｒ 13 寺井小５ 北山　結 キタヤマ　ユイ 小松Ｊｒ
3 英田小２ 戸口　琉花 トグチ　ルカ 津幡Jr 14 館野小５ 高田　莉瑠 タカダ　リル ウエストヒルズ
4 大徳小２ 目次　彩乃 メツギ　アヤノ 15 志賀小５ 高嶋　夕莉 タカシマ　ユウリ 志賀Jr
5 荒谷小２ 林　愛友奈 ハヤシ　アユナ 小松Jr 16 志賀小５ 三野　日夏子 ミノ　ヒナコ 志賀Jr
6 井上小２ 山本　佳穂 ヤマモト　カホ 津幡Jr 17 英田小５ 林　彩乃 ハヤシ　アヤノ 津幡Jr

18 井上小５ 前田　星佳 マエダ　セイカ 津幡Jr
19 金明小５ 中田　樹里 ナカダ　ジュリ 加賀Jr

<小学生中学年男子の部> 20 作見小５ 渡辺　遥 ワタナベ　ハルカ 加賀Jr
1 蓮代寺小１ 宮岸　慶成 ミヤギシ　ケイセイ 小松Jr 21 緑小６ 奥田　智花 オクダ　トモカ SUMMIT
2 蕪城小２ 立見　生吹 タツミ　イブキ 小松Jr 22 中島小６ 正村　逢愛 マサムラ　アユア 川北Jr
3 館野小２ 源　拓真 ミナモト　タクマ ウエストヒルズ 23 中島小６ 清水　愛佳 シミズ　マナカ 川北Jr
4 三馬小２ 川西　飛生 カワニシ　ヒュウ ウエストヒルズ 24 中島小６ 鳥井　雪乃 トリイ　ユキノ 川北Jr
5 押野小２ 辻本　悠嗣 ツジモト　ヒサツグ ショットJr 25 松陽小6 河井　楓果 カワイ　フウカ
6 中島小３ 細川　瑛太 ホソカワ　エイタ 川北Jr 26 大徳小６ 浅香　那々子 アサカ　ナナコ 西金沢Jr
7 中島小３ 西村　優志 ニシムラ　ユウシ 川北Jr 27 松任小６ 梅沢　瑠奈 ウメザワ　ルナ V10
8 大徳小３ 浅香　厚明 アサカ　コウメイ 西金沢Jr 28 川北小６ 屋宜　優伽 ヤギ　ユウカ 川北Jr
9 寺井小３ 北川　周 キタガワ　シュウ 辰口TS 29 第一小６ 西出　彩笑 ニシデ　サエ V10
10 寺井小３ 前田　陽希 マエダ　ハルキ 寺井小 30 作見小６ 渡　咲月 ワタリ　サツキ 加賀Jr
11 寺井小３ 打田　和寛 ウチダ　カズヒロ 寺井小 31 南小立野小６ 九重　咲穂 ココノエ　サホ
12 米丸小３ 下内　勇人 シモウチ　ハヤト 32 向粟崎小６ 山田　華 ヤマダ　ハナ 内灘Jr
13 井上小３ 前田　亮成 マエダ　リョウセイ 津幡Jr 33 志賀小６ 矢田　遥南 ヤタ　ハルナ 志賀Jr
14 犬丸小３ 中井　啓太 ナカイ　ケイタ 小松Jr ＜担当者＞
15 西小３ 齋藤　貫士 サイトウ　カント ウエストヒルズ 関戸　麗子　　(TEL 090-2032-3395）

2016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　　

＊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

　　　　＜シングルス大会＞　（２０５名）



16 清湖小３ 小谷　海晴 オダニ　ミハル 内灘Jr
17 旭丘小３ 中森　太一 ナカモリ　タイチ ショットJr
18 北陽小３ 花村　啓佑 ハナムラ　ケイスケ ショットJr
19 条南小３ 井口　隼汰 イグチ　シュンタ 津幡Jr
20 緑小４ 関野　渡 セキノ　ワタル
21 中条小４ 久保　流輝 クボ　リュウキ 津幡Jr
22 米丸小４ 有江　彰人 アリエ Ｙ‘ｓ　Ｊｒ
23 中条小４ 野々山　仁 ノノヤマ　ジン 津幡Jr
24 中島小４ 向　和寿 ムコウ　カズトシ 川北Jr <中学生男子の部>
25 中島小４ 染谷　柊真 ソメタニ　シュウマ 川北Jr 1 森本小６ 宮前　太一 ミヤマエ　タイチ ウエストヒルズ
26 金大付属小４ 阿部　結我 アベ　ユワ ウエストヒルズ 2 高岡中１ 澁谷　太陽 シブヤ　タイヨウ 高岡テニスサークル

27 松陽小４ 河合　元 カワイ　ゲン 3 高岡中１ 荒木　涼 アラキ　リョウ 高岡中
28 松陽小４ 河合　仁 カワイ　ジン 4 高岡中１ 田中　優 タナカ　ユウ 高岡中
29 金大付属小４ 中井　悠世 ナカイ　ユウセイ 5 高岡中１ 能坂　輝 ノザカ　アキラ 高岡中
30 苗代小４ 池田　崚真 イケダ　リョウマ 苗代小 6 高岡中１ 林　涼月 ハヤシ　リョウガ 高岡中
31 苗代小４ 畑　璃空 ハタ　リクウ 小松Jr 7 高岡中１ 山口　泰平 ヤマグチ　タイヘイ 高岡中
32 米丸小４ 下内　玲央斗 シモウチ　レオト 8 高岡中１ 井上　義貴 イノウエ　ヨシキ 高岡中
33 金野小４ 森田　海翠 モリタ　カイ 小松Jr 9 国府中１ 澤守　一成 サワモリ　イッセイ 小松Jr
34 井上小４ 山本　蒼悟 ヤマモト　ソウゴ 津幡Jr 10 川北中１ 永井　蒼士 ナガイ　アオシ 川北Jr
35 条南小４ 上田　陸翔 ウエダ　リクト 津幡Jr 11 緑中１ 浅井　嘉一 アサイ　カイチ SUMMIT
36 富陽小４ 亀田　侑生 カメダ V10 12 緑中１ 木村　宙翔 キムラ　ヒロト SUMMIT
37 三馬小４ 尾野　颯 オノ　ハヤト ショットJr 13 津幡中１ 白江　啓暁 シラエ　ノブアキ 津幡Jr

14 津幡南中１ 堀内　雄晴 ホリウチ　タケハル 津幡Jr
15 星稜中１ 近藤　慈永 コンドウ　ジェイ 星稜中

<小学生中学年女子の部> 16 森本中１ 東　光翼 ヒガシ　コウスケ ATS
1 中島小３ 芝山　菜々実 シバヤマ　ナナミ 川北Jr 17 麗澤瑞浪中１ 吉澤　頼人 ヨシザワ　ライト 麗澤瑞浪中
2 中条小３ 櫻井　菫 サクライ　スミレ 津幡Jr 18 志賀中１ 西村　吉平 ニシムラ　キッペイ 志賀Jr
3 能美小３ 岩倉　李旺 イワクラ　リオ 19 丸内中２ 澤矢　高宏 サワヤ　タカヒロ 小松Jr
4 米丸小３ 前田　梓菜 マエダ　アズナ Ｙ‘ｓ　Ｊｒ 20 津幡南中２ 野原　章平 ノハラ　ショウヘイ 津幡Jr
5 伏見台小３ 水内　佑香 ミズウチ　ユウカ ショットJr 21 国府中２ 小林　颯太 コバヤシ　ソウタ 小松Jr
6 富樫小３ 大積　綾乃 オオツミ　アヤノ ショットJr 22 松任中２ 山岸　大海 ヤマギシ　ヒロミ ウエストヒルズ
7 中島小４ 小林　舞 コバヤシ　マイ 川北Jr 23 寺井中２ 藤田　友樹 フジタ　トモキ 辰口Jr
8 中島小４ 斉藤　沙桜 サイトウ　サラ 川北Jr 24 寺井中２ 北山　葵 キタヤマ　アオイ 小松Jr
9 中島小４ 長谷田　吏泉 ハセダ　リセ 川北Jr 25 額中2 野村　昂生 ノムラ　コウキ V10
10 寺井小４ 前田　芽衣 マエダ　メイ 寺井小 26 額中2 小野　晃広 オノ　アキヒロ V10
11 寺井小４ 今村　彩姫 イマムラ　サキ 寺井小 27 北陸学院中２ 高辻　一翔 タカツジ　イット
12 大徳小４ 北村　海遥 キタムラ　ミハル 西金沢Ｊｒ 28 国府中３ 上田　朝陽 ウエダ アサヒ
13 西小４ 保志場　美空 ホシバ　ミク ウエストヒルズ
14 大根布小４ 広瀬　すずらん ヒロセ　スズラン 内灘Ｊｒ
15 米丸小４ 日向　ほの花 ヒナタ　ホノカ 西金沢Ｊｒ
16 鶴ヶ丘小４ 村上　真琴 ムラカミ　マコト 内灘Ｊｒ
17 東明小４ 川尻　夢乃 カワシリ　ユメノ 西金沢Ｊｒ
18 清湖小４ 柴田　妃香里 シバタ　ヒカリ 内灘Ｊｒ
19 笠野小４ 小寺　紅 コデラ　ベニ 津幡Jr
20 大谷小４ 吉江　優楽 ヨシエ　ユラ エアーズ

　　　



21 志賀小４ 西村　莉依 ニシムラ　リイ 志賀Jr
22 扇台小４ 太田　光虹 オオタ　ミク ショットJr
23 付属小４ 石田　紗矢 イシダ　サヤ ショットJr
24 志賀小４ 矢田　絢音 ヤタ　アヤネ 志賀Jr
25 富樫小４ 中野　真佑 ナカノ　マユ V10

<小学生高学年男子の部> <中学生女子の部>
1 戸板小３ 角谷　亮 カドヤ　リョウ ショットJr 1 高岡中１ 寺西　瑞季 テラニシ　ミズキ 高岡中
2 条南小４ 渡辺　翔太 ワタナベ　ショウタ 津幡Jr 2 高岡中１ 田作　澪和 タサク　ミオナ 高岡中
3 太白台小４ 松根　拓希 マツネ　タクキ 津幡Jr 3 高岡中１ 橋本　茉林 ハシモト　マリン いしかわJr
4 中条小４ 中山　優 ナカヤマ　ユウ 津幡Jr 4 高岡中１ 山元　亜美 ヤマモト　アミ 高岡中
5 四十万小４ 小野　達史 オノ　タツフミ V10 5 西南部中１ 竹内　愛眞 タケウチ　イマ Ｙ‘ｓ　Ｊｒ
6 清湖小５ 柴田　琉生 シバタ　ルイ 内灘Jr 6 野田中１ 北浦　莉子 キタウラ　リコ V10
7 清湖小５ 権野　博也 ゴンノ　ヒロヤ 内灘Jr 7 志賀中１ 清水　咲良 シミズ　サラ 志賀Jr
8 清湖小５ 加藤　瑠唯 カトウ　ルイ 内灘Jr 8 志賀中１ 名山　幸那 ナヤマ　ユキナ 志賀Jr
9 明光小５ 源　聖悟 ミナモト　セイゴ ＧＥＴＴ 9 志賀中１ 金森　真央 カナモリ　マオ 志賀Jr
10 明光小５ 吉澤　楽人 ヨシザワ　ガクト ＧＥＴＴ 10 志賀中１ 三野　綾子 ミノ　アヤコ 志賀Jr
11 中条小５ 櫻井　緋来 サクライ　ヒイライ 津幡Jr 11 板津中１ 中井　春華 ナカイ　ハルカ 小松Jr
12 木曳野小５ 中村　巧史朗 ナカムラ　コウシロウ 西金沢Ｊｒ 12 紫錦台中１ 道下　瑞乃 ミチシタ　アヤノ 紫錦台中
13 能美小５ 酢野　来翔 スノ　ライト 小松Jr 13 紫錦台中１ 山形　明梨 ヤマガタ　アカリ 紫錦台中
14 津幡小５ 南出　旺樹 ミナミデ　オウジュ 津幡Jr 14 紫錦台中１ 横江　菜月 ヨコエ　ナツキ 紫錦台中
15 条南小５ 野原　康平 ノハラ　コウヘイ 津幡Jr 15 紫錦台中１ 上原　芙祐 ウエハラ　フユ 紫錦台中
16 金大付属小５ 成瀬　祥太郎 ナルセ　ショウタロウ SUMMIT 16 紫錦台中１ 谷川　伶奈 タニカワ　レナ 紫錦台中
17 金大付属小５ 五十嵐　亮輔 イガラシ　リョウスケ 西南部Jr 17 紫錦台中１ 能崎　佑奈 ノザキ　ユウナ 紫錦台中
18 粟崎小５ 上坂　昂太 カミサカ　コウタ 大徳Jr 18 紫錦台中１ 本田　萌々花 ホンダ　モモカ 紫錦台中
19 新神田小５ 寺西　晴季 テラニシ　ハルキ SUMMIT 19 紫錦台中１ 弥久保　碧瑚 ヤクボ　アコ 紫錦台中
20 橘小５ 野口　歩夢 ノグチ　アユム 川北Jr 20 紫錦台中１ 梅田　彩羅 ウメダ　サラ 紫錦台中
21 長坂台小５ 杉田　英準 スギタ　ヒデト Ｙ‘ｓ　Ｊｒ 21 紫錦台中１ 西村　彩衣 ニシムラ　アイ 紫錦台中
22 押野小５ 竹内　悠 タケウチ　ハル Ｙ‘ｓ　Ｊｒ 22 紫錦台中１ 寺林　優那 テラバヤシ　ユウナ 紫錦台中
23 野々市小５ 矢原　明弥 ヤハラ　メイヤ ウエストヒルズ 23 紫錦台中２ 市川　琴海 イチカワ　コトミ 紫錦台中
24 旭丘小５ 北川　英弥 キタガワ　トシヤ 笠間TC 24 紫錦台中２ 涌田　愛夏 ワクダ　アイカ 紫錦台中
25 押野小５ 辻本　陽敬 ツジモト　ハルタカ ショットJr 25 紫錦台中２ 酒井　志歩 サカイ　シホ 紫錦台中
26 中島小６ 村田　奈緒椰 ムラタ　ナオヤ 川北Jr 26 紫錦台中２ 山本　夏美 ヤマモト　ナツミ 紫錦台中
27 中島小６ 西村　颯真 ニシムラ　ソウマ 川北Jr 27 紫錦台中２ 松崎　未歩 マツザキ　ミア 紫錦台中
28 苗代小６ 畑　海里 ハタ　カイリ 小松Jr 28 紫錦台中２ 宮崎　愛奈 ミヤザキ　アイナ 紫錦台中
29 苗代小６ 池田　陽翔 イケダ　ハルト 苗代小 29 紫錦台中２ 吉田　華音 ヨシダ　カノン 紫錦台中
30 条南小６ 天日　啓貴 テンニチ　ヒロタカ 津幡Jr 30 紫錦台中２ 浅田　ももこ アサダ　モモコ 紫錦台中
31 条南小６ 上田　悠陽 ウエダ　ユウヒ 津幡Jr 31 紫錦台中２ 高松　真彩 タカマツ　マアヤ 紫錦台中
32 米丸小6 北川　樹 キタガワ　イツキ SUMMIT 32 志賀中２ 越後　奈津子 エチゴ　ナツコ 志賀Jr
33 安原小６ 三輪　栞太郎 ミワ　カンタロウ 33 津端中２ 林　　夢乃 ハヤシ　ユメノ 津幡Jr
34 笠野小６ 小寺　稀介 コデラ　キスケ 津幡Jr
35 小６ 深村　宗慈 フカムラ　ソウジ 小松Jr
36 金大付属小６ 林　真央 ハヤシ　マヒロ ショットJr


