
２０２２　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】
2022/8/10版

日本女子テニス連盟石川県支部

レフェリー　雲井　加代子

日時：　2022年8月20日(土）　予備日21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）（２）　小学生１，２年の部　（男女混合とします） （７）　中学生男子の部
グリーンボール　６ゲーム先取ノーアド ６ゲーム先取　ノーアド

1 小1･2女子 小1 中富 愛月 小松ジュニアTC 1 中学生男子 中1 新 侑樹 ウエストヒルズJT
2 小1･2男子 小1 大坂 記也 小松ジュニアTC 2 中学生男子 中1 真田 史恩 SUMMIT
3 小1･2男子 小1 宮嶋 智己 ショットJr 3 中学生男子 中1 中川 詠斗 SUMMIT

4 中学生男子 中2 神佐 惇 SUMMIT
（３）　小学生３，４年男子の部 5 中学生男子 中2 森下 怜 金大附属中

６ゲーム先取　ノーアド 6 中学生男子 中2 宮野 航太朗 V10
1 小3･4男子 小3 鷹野 修汰 杜の里Jr 7 中学生男子 中2 若田 琥太郎 V10
2 小3･4男子 小3 福田 恵比寿 Y's ジュニア 8 中学生男子 中3 花村 啓佑 無所属
3 小3･4男子 小3 笠原 悠生 V10
4 小3･4男子 小3 河合 賢人 津幡ジュニア （８）　中学生女子の部
5 小3･4男子 小3 高荷 理駆 小松ジュニアTC ６ゲーム先取　ノーアド
6 小3･4男子 小3 前田 悟 津幡ジュニア 1 中学生女子 中1 高坂 萌花 紫錦台中
7 小3･4男子 小3 北村 堅佑 TEAM KIT 2 中学生女子 小6 上野 紗希 GETT
8 小3･4男子 小4 南 元太 KIT 3 中学生女子 中1 北本 美晴 V10
9 小3･4男子 小4 不室 慶也 SUMMIT 4 中学生女子 中1 南 星凪 志賀ジュニアTC

10 小3･4男子 小4 平加 宗佑 TRG 5 中学生女子 中2 山崎 結衣 V10
11 小3･4男子 小4 三浦 遥太 GETT 6 中学生女子 中2 前田 柚菜 星稜中学校
12 小3･4男子 小4 宮嶋 悠希 ショットJr
13 小3･4男子 小4 中野 新太 ショットJr
14 小3･4男子 小4 梨田 修平 津幡ジュニア
15 小3･4男子 小4 渡辺 悠斗 津幡ジュニア 選手は、受付時に

《新型コロナウイルス感染に対する大会参加確認書》
（４）　小学生３，４年女子の部 を１枚、印刷・記入し提出してください。

６ゲーム先取　ノーアド
1 小3･4女子 小3 澤田 琉南 Papillon 選手に同行する保護者・家族・コーチは、１枚に
2 小3･4女子 小3 中富 愛華 小松ジュニアTC すべての参加者のお名前を記入して提出してください。
3 小3･4女子 小4 福見 希音 ショットJr
4 小3･4女子 小4 三浦 理紗子 ショットJr
5 小3･4女子 小4 濱本 智咲花 小松ジュニアTC

問い合わせ先：　　雲井 加代子
（５）　小学生５，６年男子の部 　　TEL　　　090－9760－3584 

６ゲーム先取　ノーアド 　　メールアドレス kayokoyunjing917@gmail.com
1 小5・6男子 小4 吉澤 颯人 GETT
2 小5・6男子 小5 辻 修平 辰口ジュニアテニス
3 小5・6男子 小5 小橋 未來 SUMMIT
4 小5・6男子 小5 松原 旺大 TEAM KIT
5 小5・6男子 小5 尾蔵 樹吹 津幡ジュニア
6 小5・6男子 小5 西田 匡徳 SUMMIT
7 小5・6男子 小6 菱沼 奏心 スタータス
8 小5・6男子 小6 川岸 蓮 笠間TC
9 小5・6男子 小6 鷹野 宏飛 杜の里Jr

10 小5・6男子 小6 濱坂 陸希 津幡ジュニア
11 小5・6男子 小6 中村 環佑 津幡ジュニア
12 小5・6男子 小6 大坂 晄也 小松ジュニアTC
13 小5・6男子 小6 奈良 洋之進 SUMMIT
14 小5・6男子 小6 河合 悠真 津幡ジュニア
15 小5・6男子 小6 金尾 正蔵 津幡ジュニア
16 小5・6男子 小6 金尾 正順 津幡ジュニア

（６）　小学生５，６年女子の部
６ゲーム先取　ノーアド

1 小5･6女子 小4 矢原 瑛礼亜 TEAM KIT
2 小5･6女子 小5 花村 和奏 金沢インドアテニスクラブ

3 小5･6女子 小6 水本 ソフィア 杜の里テニス教室
4 小5･6女子 小6 林 眞里奈 Y'sJr


