
日時：2017年7月29日(土）　ｼﾝｸﾞﾙｽのみ予備日30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>
1 押野小1 竹内　聡 タケウチ　アキ Y'sJr 24 月津小4 松本　皐 マツモト　サツキ 小松Jr
2 条南小2 堀内　聡介 ホリウチ　ソウスケ 津幡Jr 25 中島小4 西村　優志 ニシムラ　ユウシ 川北Jr
3 第一小2 吉田　朋矢 ヨシダ　トモヤ 小松Jr 26 蓮代寺小4 松下　颯斗 マツシタ　ハヤト 小松Jr
4 泉小２ 加登　想空 カトウ　ソラ ショットJr 27 太白台小3 前田　優 マエダ　スグル 津幡Jr
5 泉野小１ 矢嶋　開 ヤジマ　カイ ショットJr 28 押野小3 辻本　悠嗣 ツジモト　ヒサツグ ショットJr

29 北陽小4 花村　啓佑 ハナムラ　ケイスケ ショットJr
<小学生低学年女子の部> 30 広陽小４ 越野　匠哉 コシノ　タクヤ ＳＵＭＭＩＴ

1 荒屋小1 林　恵凛奈 ハヤシ　エリナ 小松Ｊｒ 31 西南部小4 木村　駆 キムラ　カケル 西金沢Jr
2 伏見小2 水内　柚月 ミズウチ　ユヅキ ショットJr 32 西南部小4 庄源　太陽 ショウゲン　タイヨウ西金沢Jr
3 富樫小2 寺田　帆風 テラダ　ホノカ ショットJr 33 西南部小4 角谷　陽樹 カクタに　ハルキ 西金沢Jr
4 清湖小2 小谷　和暖 オダニ　カノン 内灘Jr 34 寺井小４ 打田　和寛 ウチダ　カズヒロ いしかわJr

<小学生中学年男子の部> <小学生中学年女子の部>
1 蕪城小３ 立見　生吹 タツミ　イブキ 小松Jr 1 英田小3 濱崎　ちはる ハマサキ　チハル 津幡Jr
2 蓮代寺小2 宮岸　慶成 ミヤギシ　ケイセイ　 小松Jr 2 中島小3 染谷　紗花 ソメタニ　スズナ 川北Jr
3 犬丸小4 中井　啓太 ナカイ　ケイタ 小松Jr 3 米丸小4 前田　梓菜 マエダ　アズナ Y's　Jr
4 寺井小4 北川　周 キタガワ　シュウ いしかわJr 4 英田小3 戸口　琉花 トグチ　ルカ 津幡Jr
5 米丸小4 下内　勇人 シモウチ　ハヤト いしかわJr 5 大徳小３ 目次　彩乃 メツギ　アヤノ ウエストヒルズ
6 野々市小3 矢原　青空 ヤハラ　セラ ウエストヒルズ 6 中島小3 橋本　恋梅 ハシモト　コウメ 川北Jr
7 英田小３ 中村　謙心 ナカムラ　ケンシン 津幡Jr 7 苗代小3 小坂　音羽 コザカ　オトハ 小松Jr
8 津幡小４　 松下　大斗 マツシタ　ダイト 津幡Jr 8 荒屋小3 林　愛友奈 ハヤシ　アユナ 小松Jr
9 金石小3 鶴山　俊輔 ツルヤマ　シュンスケいしかわJr 9 能美小4 岩倉　李旺 イワクラ　リオ 小松Jr

10 清湖小4 小谷　海晴 オダニ　ミハル 内灘Jr 10 志賀小３ 小波　うた コナミ　ウタ 志賀Jr
11 千坂小4 高島　昊雅 タカシマ　コウガ 内灘Jr 11 中条小4 櫻井　菫 サクライ　スミレ 津幡Jr
12 辰口中央小３ 西野　仁人 ニシノ　ジント 小松Jr 12 井上小３ 山本　佳穂 ヤマモト　カホ 津幡Jr
13 広陽小４ 松原　佑真 マツバラ　ユウマ TRG 13 富樫小4 大積　綾乃 オオツミ　アヤノ ショットJr
14 西小4 斎藤　貫士 サイトウ　カント ウエストヒルズ 14 伏見台小4 水内　佑香 ミズウチ　ユウカ ショットJr
15 緑小3 直喜　慶也 ナオキ　ケイヤ Ｙ‘ｓ　Ｊｒ 15 富樫小4 寺田　伊織 テラダ　イオリ ショットJr
16 大徳小４ 中山　皓幹 ナカヤマ　コウキ 大徳ジュニア
17 井上小4 山崎　陽大 ヤマザキ　ハルト フリー
18 伏見台小３ 井田　結斗 イダ　ユイト V10
19 志賀小3 三原　煌大　 ミハラ　コウタ 志賀ジュニア <担当者＞
20 第一小3 藤原　由宇 フジワラ　ユウ 小松Jr 　　　　
21 苗代小3 木村　葉月 キムラ　ハヅキ 小松Jr 　　伊勢　早苗　　（TEL　090-2127-4297）
22 第一小3 菅嶋　倉士 スガジマ　ソウシ 小松Jr
23 寺井小4 前田　陽希 マエダ　ハルキ

　　　　＜シングルス大会＞

2017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



<小学生高学年男子の部> <小学生高学年女子の部>
1 津幡小6 藤江　大智 フジエ　タイチ 津幡Jr 1 富樫小5 中野　真佑 ナカノ　マユ 金沢市テニス協会
2 条南小5 奥村　玲央 オクムラ　レオ 津幡Jr 2 大徳小5 北村　海遥 キタムラ　ミハル 金沢市テニス協会
3 条南小5 上田　陸翔 ウエダ　リクト 津幡Jr 3 東明小5 川尻　夢乃 カワシリ　ユメノ 金沢市テニス協会
4 津幡小6 南出　旺樹 ミナミデ　オウジュ 津幡Jr 4 寺井小6 北山　結 キタヤマ　ユイ 小松Jr
5 中条小5 野々山　仁 ノノヤマ　ジン 津幡Jr 5 条南小6 天日　彩乃 テンニチ　アヤノ 津幡Jr
6 苗代小5 池田　崚真 イケダ　リョウマ 苗代小学校 6 中島小5 斉藤　沙桜 サイトウ　サラ 川北Jr
7 中条小5 久保　流輝 クボ　リュウキ 津幡Jr 7 中島小6 橋本　夏凛 ハシモト　カリン 川北Jr
8 中島小５ 向　和寿 ムコウ　カズトシ 川北Jr 8 中島小6 中川　綾乃 ナカガワ　アヤノ 川北Jr
9 野々市小6 矢原　明弥 ヤハラ　メイヤ ウエストヒルズ 9 川北小6 石川　乙葉 イシカワ　オトハ 川北Jr

10 清湖小6 権野　博也 ゴンノ　ヒロヤ 内灘Jr 10 中島小5 長谷田　吏泉 ハセダ　リセ 川北Jr
11 津幡小6 松下　遥斗 マツシタ　ハルト 津幡Jr 11 中島小6 竹田　愛夏 タケダ　マナカ 川北Jr
12 中島小5 染谷　柊真 ソメタニ　シュウマ 川北Jr 12 広陽小6 本野　莉子 モトノ　リコ TRG
13 四十万小5 小野　達史 オノ　タツフミ V10 13 広陽小6 松原　羽奏 マツバラ　ワカナ TRG
14 明光小6 吉澤　楽人 ヨシザワ　ガクト TRG 14 米丸小6 能坂　あい ノザカ　アイ Y's Jr
15 清湖小6 加藤　瑠璃 カトウ　ルイ 内灘Jr 15 米丸小6 前田　柚葉 マエダ　ユズハ Y's Jr
16 西小３ 川西　飛生 カワニシ　ヒュウ ウエストヒルズ 16 広陽小6 米澤　璃恋 ヨネザワ　リコ TRG
17 橘小6 野口　歩夢 ノグチ　アユム 川北Jr 17 中島小5 小林　舞 コバヤシ　マイ 川北Jr
18 富陽小5 亀田　侑生 カメダ　ユウキ V10 18 広陽小6 野村　凛花 ノムラ　リンカ TRG
19 大徳小6 中山　敦揮 ナカヤマ　アツキ 大徳ジュニア 19 条南小6 堀内　梨央 ホリウチ　リオ 津幡Jr
20 条南小5 亀田　朋哉 カメダ　トモヤ 津幡Jr 20 志賀小5 矢田　絢音 ヤタ　アヤネ 志賀Jr
21 押野小6 竹内　悠 タケウチ　ハル Y'sJr 21 鶴ヶ丘小5 村上　真琴 ムラカミ　マコト 内灘Jr
22 金明小5 泉　航太 イズミ　コウタ 加賀ジュニア 22 広陽小6 藤田　和香奈 フジタ　ワカナ TRG
23 苗代小5 小坂　響来 コサカ　ヒビキ 小松Jr 23 大根布小5 広瀬　すずらんヒロセ　スズラン 内灘Jr
24 金大附属小5 中井　悠世 ナカイ　ユウセイ ATS 24 志賀小6 三原　光玖 ミハラ　ミク 志賀Jr
25 清湖小6 柴田　琉生 シバタ　ルイ 内灘Jr 25 金大附属小5 石田　紗矢 イシダ　サヤ GETT
26 木曳野小6 中村　巧史朗 ナカムラ　コウシロウ 金沢市テニス協会 26 志賀小5 西村　莉依 ニシムラ　リイ 志賀Jr
27 橘小5 出藏　慧徒 デグラ　ケイト 川北Jr 27 清湖小5 柴田　妃香里 シバタ　ヒカリ 内灘Jr
28 山中小6 方橋　奏人 ホウハシ　カナト 山中Jr 28 寺井小5 前田　芽衣 マエダ　メイ
29 志賀小5 小波　久斗 コナミ　ヒサト 志賀Jr 29 蓮代寺小6 松下　麻衣 マツシタ　マイ 小松Jr
30 中条小6 櫻井　緋来 サクライ　ヒイライ 津幡Jr 30 寺井小5 今村　彩姫 イマムラ　サキ 　
31 杜の里小6 的場　祥 マトバ　アキラ 31 扇台5 太田　光虹 オオタ　ミク ショットJr
32 金大附属小6 成瀬　祥太郎 ナルセ　ショウタロウ SUMMIT 32 橘小5 坂井　杏吏 サカイ　アンリ 小松Jr
33 大徳小４ 浅香　厚明 アサカ　コウメイ 金沢市テニス協会 33 西南部小6 森田　遥菜 モリタ　ハルナ 西金沢Jr
34 金大附属小6 五十嵐　亮輔 イガラシ　リョウスケ 金沢市テニス協会 34 押野小5 西　優月 ニシ　ユヅキ 西金沢Jr
35 四十万小5 小西　健太 コニシ　ケンタ V10 35 米丸小5 日向　ほの花 ヒナタ　ホノカ 西金沢Jr
36 井上小5 山本　蒼悟 ヤマモト　ソウゴ 津幡Jr 36 みどり小5 田爪　史織 タヅメ　シオリ 西金沢Jr
37 旭丘小5 中森　太一 ナカモリ　タイチ ショットJr
38 三馬小5 尾野　颯 オノ　ハヤト ショットJr
39 押野小6 辻本　陽敬　 ツジモト　ハルタカ ショットＪｒ
40 館野小６ 永井　晃太郎 ナガイ　コウタロウ ウエストヒルズ
41 西南部小5 寺口　祐生 テラグチ　ユウセイ 西金沢Jr
42 太閤山小６ 南　陽音 ミナミ　ハルト 高岡RTC
43 蓮代寺小4 宮岸　亮太朗 ミヤギシ　リョウタロウ小松Jr



<中学生男子の部> <中学生女子の部>
1 津幡南中１ 上田　悠陽 ウエダ　ユウヒ 津幡Jr 1 板津中2 中井　春華 ナカイ　ハルカ 小松Jr
2 川北中2 永井　蒼士 ナガイ　アオシ 川北Jr 2 松任中1 梅沢　瑠奈 ウメザワ　ルナ V10
3 松任中3 山岸　大海 ヤマギシ　ヒロミ ウエストヒルズ 3 川北中１ 正村　逢愛 マサムラ　アユア 川北Jr
4 緑中2 浅井　嘉一 アサイ　カイチ SUMMIT 4 大徳中１ 浅香　那々子 アサカ　ナナコ Y'sJr
5 高岡中２ 能坂　輝 ノザカ　アキラ 高岡中 5 紫錦台中2 七浦　佑佳 ナナウラ　ユウカ ウエストヒルズ
6 高岡中２ 山口　泰平 ヤマグチ　タイヘイ 高岡中 6 紫錦台中１ 谷渡　友楽 たにわたり　ゆら 紫錦台中
7 高岡中２ 林　涼月 ハヤシ　リョウガ 高岡中 7 紫錦台中１ 田村　仁那 たむら　にな 紫錦台中
8 津幡南中2 堀内　雄晴 ホリウチ　タケハル 津幡Jr 8 紫錦台中１ 道下　憧子 みちした　あこ 紫錦台中
9 緑中１ 直喜　温也 ナオキ　ハルヤ Y's　Jr 9 紫錦台中１ 山本　美華 やまもと　みか 紫錦台中

10 志賀中２ 平山　祐雅 ヒラヤマ　ユウマ 志賀中 10 紫錦台中１ 結城　香音 ゆうき　こと 紫錦台中
11 国府中２ 澤守　一成 サワモリ　イッセイ 小松Jr 11 紫錦台中2 西村　彩衣 にしむら　あい 紫錦台中
12 志賀中２ 西村　吉平 ニシムラ　キッペイ 志賀Jr 12 紫錦台中2 本田　萌々花 ほんだ　ももか 紫錦台中
13 寺井中3 北山　葵 キタヤマ　アオイ 小松Jr 13 紫錦台中2 道下　瑞乃 みちした　あやの 紫錦台中
14 津幡中２ 白江　啓暁 シラエ　ノブアキ 津幡Jr 14 紫錦台中2 弥久保　碧瑚 やくぼ　あこ 紫錦台中
15 川北中１ 西村　颯真 ニシムラ　ソウマ 川北Jr 15 紫錦台中2 梅田　彩羅 うめだ　さら 紫錦台中
16 緑中2 木村　宙翔 キムラ　ヒロト SUMMIT 16 紫錦台中2 島田　遥 しまだ　はるか 紫錦台中
17 志賀中２ 高橋　凛汰 タカハシ　リンタ 志賀中 17 紫錦台中2 谷川　伶奈 たにかわ　れな 紫錦台中
18 高岡中２ 井上　義貴 イノウエ　ヨシキ 高岡中 18 紫錦台中2 寺林　優那 てらばやし　ゆうな 紫錦台中
19 志賀中２ 岡本　一竜 オカモト　ヒリュウ 志賀中 19 紫錦台中2 能崎　佑奈 のざき　ゆうな 紫錦台中
20 高岡中２ 荒木　涼 アラキ　リョウ 高岡中 20 紫錦台中2 横江　菜月 よこえ　なつき 紫錦台中
21 金大附属中１ 佐伯　隆史 サエキ　タカフミ ショットJr 21 紫錦台中2 上原　芙祐 うえはら　ふゆ 紫錦台中
22 金大附属中１ 林　真央 ハヤシ　マヒロ ショットJr 22 紫錦台中2 山形　明梨 やまがた　あかり 紫錦台中
23 金大附属中１ 橋本　洪紀 ハシモト　コウキ 金大附属中
24 金大附属中1　 田上　大和 タガミ　ヤマト ショットJr
25 金大附属中1　 安田　千紘 ヤスダ　チヒロ ショットJr
26 高岡中１ 北川　樹 キタガワ　イツキ 高岡中
27 高岡中2 田中　優 タナカ　ユウ 高岡中
28 高岡中１ 國米　隆聖 コクマイ　リュウセイ 高岡中
29 高岡中１ 三輪　栞太郎 ミワ　カンタロウ 高岡中
30 高岡中2 澁谷　太陽 シブヤ　タイヨウ 高岡中


