
2018/8/20 一部訂正

日時：2018年8月25日(土）　ｼﾝｸﾞﾙｽのみ予備日26日(日） ＊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 ＊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
受付時間：シングルス大会9時受付終了　　

 (1)小学生 1、２年男子の部 （グリーンボール　４ゲーム先取ノーアド）  (5)小学生５、６年男子の部 （５ゲーム先取ノーアド）
1 条南小 小2 寺譯　楓斗 てらわけ　ふうと ウエストヒルズ 1 大徳小 小5 北村　湧磨 きたむら　ゆうま Y's Jr
2 清湖小 小2 水島　風冴 みずしま　ふうご 内灘ジュニア 2 大徳小 小5 中山　皓幹 なかやま　こうき 金沢市テニス協会
3 英田小 小2 中村　環佑 なかむら　かんう 津幡ジュニア 3 野々市小 小5 田上　櫂斗 たがみ　かいと V10
4 三馬小 小2 吉田　朝陽 よしだ　あさひ V10 4 緑小 小6 市川　未來 いちかわ　みらい ウエストヒルズJT
5 泉野小 小2 梶野　静冶 かじの　しずや V10 5 大徳小 小5 浅香　厚明 あさか　こうめい 金沢市テニス協会
6 中島小 小2 鳥井　直拓 とりい　なおひろ 川北ジュニア 6 条南小 小6 亀田　朋哉 かめだ　ともや 津幡ジュニア
7 中島小 小2 鳥井　篤拓 とりい　あつひろ 川北ジュニア 7 西南部小 小5 木村　駈 きむら　かける 金沢市テニス協会
8 中島小 小2 亀田　桔平 かめだ　きっぺい 川北ジュニア 8 西南部小 小5 角谷　陽樹 かくたに　はるき 金沢市テニス協会
9 清湖小 小2 柴田　零士 しばた　れい 内灘Ｊｒ． 9 山代小 小5 表　蒼史 おもて　そうし　 加賀ジュニア

10 荒屋小 小2 大坂　晄也 おおさか こうや 小松ジュニアTC 10 寺井小 小5 打田　和寛 うちだ　かずひろ いしかわJr
11 千坂小 小2 高島　礼雅 たかしま　らいが 内灘ジュニア 11 条南小 小6 上田　陸翔 うえだ　りくと 津幡ジュニア
12 附属小 小１ 西田　匡徳 にしだ　ただのり ショットJr 12 橘小 小6 出蔵　慧徒 でぐら　けいと 川北ジュニア
13 泉野小 小2 矢嶋　開 やじま　かい ショットJr 13 松陽小 小6 河合　元 かわい　げん いしかわJr
14 符津小 小2 宇枝　優希 うえだ　ゆうき 小松ジュニアTC 14 松陽小 小6 河合　仁 かわい　じん いしかわJr

15 附属小 小6 米林　翔 よねばやし　しょう ウエストヒルズJT
 (2)小学生１、２年女子の部 （グリーンボール　４ゲーム先取ノーアド） 16 片山津小 小5 神尾　勘太 かみお　かんた 加賀ジュニア

1 大徳小 小2 北村　琴美 きたむら　ことみ Y'sJr 17 四十万小 小6 小西　健太 こにし　けんた V10
2 太白台小 小2 前田　紗知 まえだ　さち 津幡ジュニア 18 清湖小 小5 小谷　海晴 おだに　みはる 内灘ジュニア
3 山中小 小2 上山　桔生 うえやま　きい 山中ジュニア 19 中島小 小6 向　和寿  むこう　かずとし 川北ジュニア
4 能美小 小2 岩倉　芙実 いわくら　ふみ 小松ジュニア 20 附属小 小6 阿部　結我 あべ　ゆわ SUMMIT
5 四十万小 小2 新保　茜 しんぼ　あかね ショットJr 21 富陽小 小6 亀田　侑生 かめだ　ゆうき V10

22 苗代小 小6 畑　璃空 はた　りくう 小松ジュニア
 (3)小学生３、４年男子の部 （５ゲーム先取ノーアド） 23 四十万小 小6 小野　達史 おの　たつふみ V10

1 伏見台小 小4 前中　良介 まえなか　りょうすけ 金沢市テニス協会 24 寺井小 小5 北川　周 きたがわ　しゅう いしかわJr
2 長田町小 小3 小山田　慶都 おやまだ　けいと ウエストヒルズJT 25 志賀小 小6 小波　久斗 こなみ　ひさと 志賀ジュニア
3 条南小 小4 野原　惇央 のはら　あつひろ 津幡ジュニア 26 条南小 小6 奥村　玲央 おくむら　れお 津幡ジュニア
4 英田小 小4 中村　謙心 なかむら　けんしん 津幡ジュニア 27 寺井小 小5 前田　陽希 まえだ　はるき 辰口ジュニア
5 条南小 小3 堀内　聡介 ほりうち　そうすけ 津幡ジュニア 28 伏見台小 小6 竹内　暖雅 たけうち　はるま Y's Jr
6 太白台小 小4 前田　優 まえだ　すぐる 津幡ジュニア 29 御園小 小5 小納谷　慶二 こなや　けいじ TEAM KIT
7 伏見台小 小4 井田　結斗 いだ　ゆいと 金沢市テニス協会 30 小立野小 小5 笠井　拓久 かさい　ひらく 金沢市テニス協会
8 志賀小 小4 三原　煌大 みはら　こうた FFTAnanao 31 条南小 小5 山本　光太朗 やまもと　こうたろう 津幡ジュニア
9 作見小 小4 北市　誠悟 きたいち　せいご 加賀ジュニア 32 長田町小 小6 平野　壱真 ひらの　かずま TEAM KIT

10 庄小 小4 平石　丈士 ひらいし　じょうじ 加賀ジュニア 33 津幡小 小5 松下　大斗 まつした　だいと 津幡ジュニア
11 萩野台小 小4 高出　晴日 たかで　はるひ 津幡ジュニア 34 附属小 小6 中井　悠世 なかい ゆうせい 東金沢ラケット倶楽部

12 緑小 小4 直喜　慶也 なおき　けいや Y's Jr 35 英田小 小6 清水端　海音 しみずばた　かいと 津幡ジュニア
13 泉小 小3 加登　想空 かとう　そら TEAM KIT 36 井上小 小6 山本　蒼悟 やまもと　そうご 津幡ジュニア
14 押野小 小2 竹内　聡 たけうち　あき TEAM KIT  37 小坂小 小6 石井　瑛士 いしい　えいじ ウエストヒルズJT
15 第一小 小3 吉田　朋矢 よした　ともや 小松ジュニア 38 作見小 小5 金森　皆十 かなもり　みなと 加賀ジュニア
16 第一小 小4 藤原　由宇 ふじわら　ゆう 小松ジュニア 39 苗代小 小6 池田　崚真 いけだ　りょうま 苗代小学校
17 井上小 小3 英　篤玖 はなぶさ　あつき 津幡ジュニア 40 千坂小 小5 高島　昊雅 たかしま  こうが 内灘ジュニア
18 苗代小 小4 木村　葉月 きむら　はづき 小松ジュニア 41 緑小 小6 関野　渡 せきの　わたる Y's Jr
19 附属小 小4 神佐　惇 かんざ　あつし V10 42 附属小 小5 不室　晶貴 ふむろ　しょうき SUMMIT
20 辰口中央小 小4 西野　仁人 にしの　じんと 小松ジュニア 43 押野小 小4 辻本　悠嗣 つじもと　ひさつぐ ショットJr
21 木曳野小 小3 関口　遼 せきぐち　りょう ウエストヒルズ 44 旭丘小 小6 中森　太一 なかもり　たいち ショットJr
22 中条小 小4 中村　美尋 なかむら　みひろ 津幡ジュニア
23 第一小 小4 菅嶋　倉士 すがじま　そうし 小松ジュニア (6)小学生５、６年女子の部 （５ゲーム先取ノーアド）
24 橘小 小4 西村　恵介 にしむら　けいすけ 川北ジュニア 1 富樫小 小6 中野　真佑 なかの　まゆ 金沢市テニス協会
25 長田町小 小4 平野　良真 ひらの　りょうま ウエストヒルズ 2 大徳小 小6 北村　海遥 きたむら　みはる 金沢市テニス協会
26 木曳野小 小4 森永　大葵 もりなが　だいき ウエストヒルズ 3 東明小 小6 川尻　夢乃 かわしり　ゆめの 金沢市テニス協会
27 第一小 小4 築田　悠伸 つきだ　ゆうしん 小松ジュニア 4 中島小 小6 斉藤　沙桜 さいとう　さら 川北Jr.
28 粟崎小 小3 平野　航大 ひらの　こうた 内灘ジュニア 5 泉野小 小5 中尾　真衣佳 なかお　まいか SUMMIT
29 野々市小 小4 矢原　青空 やはら　せら TEAM KIT 6 中島小 小6 長谷田　吏泉 はせだ　りせ 辰口ジュニアテニス

30 津幡小 小4 板坂　翼 いたさか　つばさ 津幡ジュニア 7 山中小 小5 上山　蒼生 うえやま　あおい 山中ジュニア
8 鶴ヶ丘小 小6 村上　真琴 むらかみ　まこと 内灘ジュニア

  (4)小学生３、４年女子の部 （５ゲーム先取ノーアド） 9 蕪城小 小6 髙坂　那弥 たかさか　なみ 小松ジュニア
1 長坂台小 小4 山崎　結衣 やまざき　ゆい V10 10 条南小 小5 水越　果歩 みずこし　かほ 津幡ジュニア
2 中島小 小4 橋本　恋梅 はしもと　こうめ 川北ジュニア 11 志賀小 小6 矢田　絢音 やた　あやね 志賀ジュニア
3 英田小 小4 戸口　琉花 とぐち　るか 津幡ジュニア 12 清湖小 小6 柴田　妃香里 しばた　ひかり 内灘Ｊｒ．
4 附属小 小3 米林　杏 よねばやし　あん ウエストヒルズJT 13 附属小 小6 石田　紗矢 いしだ さや GETT
5 清湖小 小3 小谷　和暖 おだに　かのん 内灘ジュニア 14 中条小 小6 梅津　愛菜 うめづ　まな 津幡ジュニア
6 河南小 小3 旭　杏樹 あさひ　あんじゅ 山中ジュニア 15 大根布小 小6 広瀬　すずらん ひろせ　すずらん 内灘ジュニア
7 三和小 小4 長谷川　紬 はせがわ　つむぎ TEAM KIT 16 津幡小 小5 白江　智子 しらえ　さとこ 津幡ジュニア
8 小立野小 小4 長坂　舞子 ながさか　まいこ 金沢市ｽﾎﾟｰﾂ事業団ｼﾞｭﾆｱTC 17 兼六小 小6 井波　梅 いなみ　うめ ショットJr
9 志賀小 小4 小波　うた こなみ　うた 志賀ジュニア 18 扇台小 小6 太田　光虹 おおた　みく ショットJr

10 英田小 小3 清水端　碧乃 しみずばた　あおの 津幡ジュニア 19 戸板小 小6 麻田　美空 あさだ　みく ウエストヒルズJT
11 井上小 小4 山本　佳穂 やまもと　かほ 津幡ジュニア 20 戸板小 小5 麻田　真心 あさだ　まこ ウエストヒルズJT
12 大徳小 小4 齋藤　彩乃 さいとう　あやの ウエストヒルズJT
13 小坂小 小3 中森　琶菜 なかもり　はな ショットJr

 (7)中学生男子の部 （５ゲーム先取ノーアド）  (8)中学生女子の部 （５ゲーム先取ノーアド）
1 大徳中 中1 中山　敦揮 なかやま　あつき Y's Jr 1 大徳中 中2 浅香　那々子 あさか　ななこ　 Y's Jr
2 内灘中 中1 権野　博也 ごんの　ひろや Y's Jr 2 寺井中 中1 北山　結 きたやま　ゆい 小松ジュニアTC
3 錦丘中 中1 中村　巧史朗 なかむら　こうしろう Y's Jr 3 星稜中 中2 塚原　璃奈 つかはら　りな ウエストヒルズJT
4 津幡南 中2 上田　悠陽 うえだ　ゆうひ 津幡ジュニア 4 笠間中 中2 河合　楓果 かわい　ふうか いしかわJr
5 志賀中 中3 平山　祐雅 ひらやま　ゆうま 志賀中学校 5 志賀中 中1 三原　光玖 みはら　みく 志賀ジュニア
6 附属中 中1 五十嵐　亮輔 いがらし　りょうすけ Y's Jr 6 川北中 中2 鳥井　雪乃 とりい　ゆきの 川北ジュニア
7 緑中 中2 直喜　温也 なおき　はるや Y's Jr 7 山中中 中1 西野　結子 にしの　ゆいこ 山中ジュニア
8 津幡中 中1 南出　旺樹 みなみで　おうじゅ 津幡ジュニア 8 川北中 中1 石川　乙葉 いしかわ　おとは 川北ジュニア
9 錦丘中 中1 永井　晃太郎 ながい　こうたろう TEAM KIT 9 高岡中 中1 能坂　あい のざか　あい SUMMIT

10 光野中 中1 北川　英弥 きたがわ　としや TEAM KIT 10 川北中 中1 竹田　愛夏 たけだ　まなか 川北ジュニア
11 星稜中 中1 柴田　琉生 しばた　るい 内灘Ｊｒ． 11 川北中 中1 橋本　夏凛 はしもと　かりん 川北ジュニア
12 山代中 中1 納谷　真人 なや　まさと 加賀Jr. 12 片山津中 中1 中田　樹里 なかだ　じゅり 加賀ジュニア
13 星稜中 中1 梅津　侑真 うめづ　ゆうま 星稜中学校 13 高岡中 中1 前田　柚葉 まえだ　ゆずは GETT
14 金明小 小6 泉　航太 いずみ　こうた 加賀ジュニア 14 高岡中 中2 竹田　華菜 たけだ　はな 高岡中学
15 西南部中 中1 辻本　陽敬 つじもと　はるたか ショットJr 15 紫錦台中 中2 上森　紅葉 うえもり　くれは 紫錦台中
16 錦丘中 中3 宮野　湧斗 みやの　ゆうと A－Five 16 紫錦台中 中2 谷渡　友楽 たにわたり　ゆら 紫錦台中
17 額中 中1 松本　絃 まつもと　げん いしかわJr

レフェリー　　　　五十嵐　教子　（090-7744-1321)

2018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


