
日時：2014年8月23日(土）　ｼﾝｸﾞﾙｽのみ予備日24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> <小学生中学年女子の部>
1 2年 有江彰人 アリエアキト 米丸小 1 4年 水島光夏 ミズシマコナツ 清湖小
2 1年 久保田創大 クボタソウタ 諸江町小 2 3年 吉野真央 ヨシノマオ 菅原小
3 2年 亀田朋哉 カメダトモヤ 条南小 3 3年 田中愛純 タナカアスミ 第一小
4 1年 角谷亮 カドヤリョウ 戸板小 4 3年 北山結 キタヤマユイ 寺井小
5 2年 久保流輝 クボリュウキ 中条小 5 3年 堀内梨央 ホリウチリオ 条南小
6 2年 本島遥叶 モトジマハルト 福野小 6 3年 能坂あい ノザカアイ 米丸小
7 2年 渡辺翔太 ワタナベショウタ 条南小 7 4年 井関麻央 イセキマオ 米丸小
8 2年 松根拓希 マツネタクキ 太白台小 8 4年 高輪志穂 タカワシホ 福光東部小
9 2年 中山優 ナカヤマユウ 中条小 9 4年 山森姿月 ヤマモリシヅキ 鞍月小
10 1年 中山智裕 ナカヤマチヒロ 井上小 10 4年 屋宜優伽 ヤギユウカ 川北小
11 1年 松本皐 マツモトサツキ 月津小 11 3年 林優実奈 ハヤシユミナ 荒屋小
12 2年 宮前雄也 ミヤマエユウヤ 森本小 12 3年 前田星佳 マエダセイカ 井上小
13 2年 関野渡 セキノワタル 緑小 13 4年 九重咲穂 ココノエサホ 南小立野小
14 2年 寺口祐生 テラグチユウセイ 西南部小 14 3年 兼保美憂 ケンボミウ 中条小

15 4年 西出紗笑 ニシデサエ 第一小
<小学生低学年女子の部> 16 3年 奥田葉月 オクダハズキ 泉小
1 2年 保志場美空 ホシバミク 西小 17 4年 山口真空 ヤマグチマソラ 三馬小
2 2年 日向ほの花 ヒナタホノカ 米丸小 18 3年 佐藤莉乃 サトウリノ 夕日寺小
3 1年 水内佑香 ミズウチユウカ 伏見台小

<小学生中学年男子の部>
1 3年 寺西晴季 テラニシハルキ 新神田小 <小学生高学年男子の部>
2 3年 樋口叶真 ヒグチトウマ 川北小 1 6年 水島唯人 ミズシマユイト 清湖小
3 3年 酢野来翔 スノライト 能美小 2 6年 久保田貫太 クボタカンタ 諸江町小
4 4年 松本大誠 マツモトタイセイ 月津小 3 6年 北山葵 キタヤマアオイ 寺井小
5 3年 橘秀虎 タチバナヒデトラ 米丸小 4 6年 藤田友樹 フジタトモキ 寺井小
6 4年 中山裕也 ナカヤマユウヤ 井上小 5 5年 中村世那 ナカムラセナ 川北小
7 3年 源聖悟 ミナモトセイゴ 明光小 6 5年 堀内雄晴 ホリウチタケハル 条南小
8 4年 本島圭悟 モトジマケイゴ 福野小 7 6年 槻谷俊弥 ツキタニシュンヤ 津幡小
9 3年 野原康平 ノハラコウヘイ 条南小 8 5年 能坂輝 ノザカアキラ 米丸小
10 3年 北川英弥 キタガワトシヤ 旭小 9 6年 井関悠河 イセキユウガ 米丸小
11 4年 林真央 ハヤシマヒロ 金大付属小 10 6年 谷内知春 ヤチトモハル 和気小
12 4年 宮前太一 ミヤマエタイチ 森本小 11 5年 永井蒼士 ナガイアオシ 川北小

2014年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＞　（145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



13 3年 桜井緋来 サクライヒイライ 中条小 12 5年 久保洸晴 クボコウセイ 中条小
14 3年 成瀬祥太郎 ナルセショウタロウ 金大付属小 13 5年 浅井嘉一 アサイカイチ 緑小
15 4年 重吉十唯 シゲヨシトオイ 辰口中央小 14 5年 吉田悠真 ヨシダユウマ 松任小
16 4年 高崎昊大 タカサキコウタ 冨樫小 15 6年 野原章平 ノハラショウヘイ 条南小
17 3年 水野新大 ミズノアラタ 御園小 16 5年 東光翼 ヒガシコウスケ 三谷小
18 3年 五十嵐亮輔 イガラシリョウスケ 金大付属小 17 6年 竹村碧人 タケムラアスト 大島小

18 5年 向来希 ムカイライキ 太白台小
19 6年 田中佳輝 タナカヨシキ 橘小
20 6年 東魁士 ヒガシカイシ 辰口中央小

<小学生高学年女子の部> 21 5年 木村宙翔 キムラヒロト 緑小
1 5年 鵜川紅葉 ウカワクレハ 川北小 22 6年 岡部凛大 オカベリンダイ 清湖小
2 6年 松浦未歩 マツウラミホ 中条小 23 6年 富田悠斗 トミタハルト 清湖小
3 6年 中多麻綺 ナカダマキ 太白台小 24 6年 奥田陽彦 オクダハルヒコ 泉小
4 6年 英真琴 ハナブサマコト 松陽小 25 5年 水野寛大 ミズノカンタ 御園小
5 6年 田中美羽 タナカミウ 第一小 26 5年 織田哲平 オダテッペイ 伏見台小
6 5年 寺西瑞季 テラニシミズキ 新神田小 27 5年 中山隼希 ナカヤマシュンキ 御園小
7 5年 亀田菜月 カメダナツキ 条南小 28 5年 越山悠陸 コシヤマユウリ 杜の里小
8 5年 樋口さくら ヒグチサクラ 川北小 29 5年 寺口　航平 テラグチコウヘイ 西南部小
9 5年 橋本茉林 ハシモトマリン 米丸小 30 5年 揚見壮裕 アゲミソウスケ 金大付属小
10 6年 濱崎希実 ハマザキノゾミ 英田小
11 6年 朽木晴菜 クチキハルナ 米丸小
12 5年 町田愛理亜 マチダアリア 金大附属小
13 5年 西尾春香 ニシオハルカ 橘小 ＜担当者＞
14 5年 中村莉菜 ナカムラリナ 橘小
15 5年 吉田若菜 ヨシダワカナ 川北小
16 5年 小西つかさ コニシツカサ 米丸小
17 5年 小谷彩華 コダニサヤカ 中条小 <中学生女子の部>
18 6年 加戸風羽 カドカゼハ 和気小 1 2年 鵜川優夕 ウカワユウユ 川北中
19 6年 高橋麗奈 タカハシレナ 川北小 2 2年 野村怜泉 ノムラサトミ 紫錦台中
20 5年 山本花実 ヤマモトハナミ 田上小 3 2年 金原実希 カナハラミキ 紫錦台中
21 5年 七浦佑佳 ナナウラユウカ 森山小 4 2年 青山美優 アオヤマミユ 紫錦台中
22 6年 清水りか シミズリカ 西南部小 5 2年 永井葉菜 ナガイハナ 川北中

6 2年 前本沙有耶 マエモトサアヤ 紫錦台中
7 1年 山森弥月 ヤマモリミヅキ 港中

<中学生男子の部> 8 1年 酒屋結衣 サカヤユイ 松任中
1 小5 松本洵 マツモトシュン 杜の里小 9 1年 小川佳奈 オガワカナ 紫錦台中
2 2年 有江駿 アリエシュン 高岡中 10 1年 北川李美 キタガワリミ 星稜中
3 1年 池田健太郎 イケダケンタロウ 布水中 11 2年 香田明里 コウダアカリ 紫錦台中
4 2年 宮井大空 ミヤイヒロタカ 紫錦台中 12 2年 土井みずき ドイミズキ 辰口中
5 2年 橘虎太朗 タチバナコタロウ 高岡中 13 2年 家田采芽 イエダアヤメ 辰口中
6 2年 長田郁也 ナガタイクヤ 高岡中 14 1年 中山陽真莉 ナカヤマヒマリ 辰口中
7 2年 橋本怜 ハシモトレン 高岡中 15 1年 田中未来 タナカミク 辰口中
8 1年 鏑木隆太郎 カブラキリュウタロウ紫錦台中 16 1年 小田沙也加 オダサヤカ 辰口中

　　　 中田智子　　(09080913937)



9 2年 山下葵平 ヤマシタキッペイ 紫錦台中 17 1年 山田紗莉亜 ヤマダサリア 辰口中
10 1年 吉田昂史 ヨシダアガシ 松任中 18 1年 佐々木結衣 ササキユイ 川北中
11 2年 日向健太郎 ヒナタケンタロウ 高岡中 19 1年 田中茉日 タナカマヒル 内灘中
12 2年 柴田剛 シバタゴウ 紫錦台中 20 2年 奥田由彩 オクダユイ 紫錦台中
13 1年 深田拓夢 フカダタクム 高岡中 21 2年 中野亜美 ナカノアミ 紫錦台中
14 2年 橋本直哉 ハシモトナオヤ 高岡中 22 1年 橋野通世 ハシノミチヨ 紫錦台中

23 2年 高橋優奈 タカハシユウナ 川北中
24 1年 番匠海遊 バンショウミウ 川北中
25 2年 安土真未 アンドマミ 紫錦台中
26 1年 北野水晶 キタノミア 川北中


