
日時：2019年8月24日(土）　ｼﾝｸﾞﾙｽのみ予備日25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） (6)小学生５、６年女子の部 （５ゲーム先取ノーアド）
1 津幡小 小2 藤江　理智 ふじえ　りち 津幡ジュニア 1 英田小 小5 濱崎　ちはる はまさき　ちはる 津幡ジュニア
2 井上小 小2 川畑　陽哉 かわばた　はるや 津幡ジュニア 2 安原小 小5 中森　千晴 なかもり　ちはる Y's Jr
3 明光小 小1 吉澤　颯人 よしざわ　ふうと 明光小学校 3 南条小 小6 水越　果歩 みずこし　かほ 津幡ジュニア
4 和気小 小2 松原　旺大 まつばら　おうた TEAM KIT 4 新神田小 小6 玉野　結菜 たまの　ゆいな ｔｅａｍS.S.T.C
5 新神田小 小1 髙森　瑛大 たかもり　えいた ショットＪｒ 5 新神田小 小5 磯田　実来 いそだ　みくる ｔｅａｍS.S.T.C
6 正美保育園 年長 中森　伊吹 なかもり　いぶき ショットＪｒ 6 中島小 小5 正村　愛音 まさむら　あのん 川北ジュニア

7 英田小 小5 戸口　琉花 とぐち　るか 津幡ジュニア
 (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） 8 新神田小 小6 奥　千春 おく　ちはる team.S.S.T.C

1 浜小 小1 濱本　智咲花 はまもと　ちさな 小松ジュニア 9 長坂台小 小5 山崎　結衣 やまざき　ゆい V10
2 野々市小 小1 矢原　瑛礼亜 やはら　えれあ TEAM KIT 10 大徳小 小5 齋藤　彩乃 さいとう　あやの ウエストヒルズ

11 三和小 小5 長谷川　紬 はせがわ　つむぎ teamKIT
 (3)小学生３、４年男子の部 （５ゲーム先取ノーアド） 12 志賀小 小5 小波　うた こなみ　うた FFTAnanao

1 米泉小 小3 水島　希 みずしま　のぞみ 米泉小学校 13 中島小 小5 橋本　恋梅 はしもと　こうめ 川北ジュニア
2 安原小 小4 前田　駿 まえだ　しゅん Y's Jr 14 新神田小 小6 角戸　花奏 かくと　はな 新神田小学校
3 英田小 小3 中村　環佑 なかむら　かんう 津幡ジュニア 15 志賀小 小6 本谷　万奈 ほんたに　まな 志賀ジュニア
4 広陽小 小3 松本　袴士朗 まつもと　こじろう ＴＲＧ 16 田上小 小5 中町　奏 なかまち　かなで ウエストヒルズ
5 和倉小 小4 赤坂　晃虎 あかさか　ことら FFTAnanao 17 小立野小 小5 長坂　舞子 ながさか　まいこ 金沢市テニス協会
6 中島小 小4 南　璃空 みなみ　りく 川北ジュニア 18 小立野小 小6 末田　奈都 すえだ　なつ ウエストヒルズ
7 荒屋小 小3 大坂　晄也 おおさか こうや 小松ジュニア 19 中村町小 小6 南　珠愛 みなみ　みあ ショットＪｒ
8 清湖小 小3 山下　陽路 やました　ひろ 内灘ジュニア 20 新神田小 小6 髙森　未来 たかもり　みく ショットＪｒ
9 符津小 小3 宇枝　優希 うえだ　ゆうき 小松ジュニア 21 十一屋小 小5 西田　梨香 にしだ　りんか ショットＪｒ

10 中央小 小4 藤本　悠真 ふじもと　ゆうま 中央小学校 22 四十万小 小5 新保　柑菜 しんぼ　かんな ショットＪｒ
11 付属小 小2 西田　匡徳 にしだ　ただのり ショットＪｒ 23 扇台小 小6 西尾　らら にしお　らら ショットＪｒ
12 千坂小 小3 高島　礼雅 たかしま　らいが 内灘ジュニア 24 新神田小 小5 松本　美月 まつもと　みづき team.S.S.T.C
13 三馬小 小3 吉田　朝陽 よしだ　あさひ V10 25 新神田小 小5 四津　和奏 よつ　わかな team.S.S.T.C
14 条南小 小4 堀内　聡介 ほりうち　そうすけ 津幡ジュニア 26 新神田小 小5 村中　菫 むらなか　すみれ team.S.S.T.C
15 森本小 小4 真田　史恩 さなだ　しおん 内灘ジュニア 27 能美小 小6 岩倉　李旺 いわくら　りお 小松ジュニア
16 河南小 小4 吉田　伊吹 よしだ　いぶき 山中ジュニア 28 新神田小 小5 大沢　玲緒奈 おおさわ　れおな SSTC
17 清湖小 小3 柴田　零士 しばた　れいし 内灘ジュニア 29 米丸小 小6 前田　梓菜 まえだ　あづな SUMMIT

  (7)中学生女子の部 （５ゲーム先取ノーアド）
  (4)小学生３、４年女子の部 （５ゲーム先取ノーアド） 1 高岡中 中1 日向　ほの花 ひなた　ほのか 高岡中学校

1 押野小 小4 丸田　芽生莉 まるた　めいり 金沢市テニス協会 2 川北中 中2 橋本　夏凛 はしもと　かりん 川北ジュニア
2 付属小 小4 岡部　結衣 おかべ　ゆい 付属小学校 3 志賀中 中2 髙嶋　夕莉 たかしま　ゆうり FFTAnanao
3 志賀小 小4 工藤　珠音 こどう　みこと 志賀ジュニア 4 志賀中 中1 矢田　絢音 やた　あやね 志賀ジュニア
4 志賀小 小4 南　星凪 みなみ　せいな 志賀ジュニア 5 兼六中 中1 井波　梅 いなみ　うめ ショットＪｒ
5 押野小 小3 吉田　奈央 よしだ　なお ｔｅａｍＫＩＴ 6 高岡中 中1 太田　光虹 おおた　みく ショットＪｒ
6 英田小 小4 清水端　碧乃 しみずばた　あおの 津幡ジュニア 7 北陸学院中 中2 齋藤　愛海 さいとう　あみ 北陸学院中学校
7 付属小 小4 宮下　茉桜 みやした　まお ｔｅａｍＫＩＴ 8 川北中 中2 石川　乙葉 いしかわ　おとは 川北ジュニア
8 広陽小 小4 高橋　美来 たかはし　みらい ＴＲＧ 9 川北町中 中2 竹田　愛夏 たけだ　まなか 川北ジュニア
9 清湖小 小4 小谷　和暖 おだに　かのん 内灘ジュニア 10 紫錦台中 中2 田中　穂乃花 たなか　ほのか 紫錦台中学校

10 緑小 小3 生駒　琉茄 いこま　るか ｔｅａｍＫＩＴ 11 内灘中 中1 柴田　妃香里 しばた　ひかり 内灘ジュニア
11 志賀小 小4 本谷　望歩 ほんたに　みほ 志賀ジュニア
12 太白台小 小3 前田　紗知 まえだ　さち 津幡ジュニア (8)中学生男子の部
13 河南小 小4 旭　杏樹 あさひ　あんじゅ 山中ジュニア 1 野々市中 中1 亀田　侑生 かめだ　ゆうき Ｖ10
14 大徳小 小3 北村　琴美 きたむら　ことみ Y's Jr 2 大徳中 中2 中山　敦揮 なかやま　あつき Y's Jr
15 四十万小 小3 新保　茜 しんぼ　あかね ショットＪｒ 3 津幡南中 中1 上田　陸翔 うえだ　りくと 津幡ジュニア
16 小坂小 小4 中森　琶菜 なかもり　はな ショットＪｒ 4 紫錦台中 中2 高井　麟太郎 たかい　りんたろう 紫錦台中学校
17 伏見台小 小3 水内　柚月 みずうち　ゆずき ショットＪｒ 5 額中 中1 小西　健太 こにし　けんた Ｖ10
18 能美小 小3 岩倉　芙実 いわくら　ふみ 小松ジュニア 6 津幡中 中2 南出　旺樹 みなみで　おうじゅ 津幡ジュニア

7 額中 中1 小野　達史 おの　たつふみ Ｖ10
 (5)小学生５、６年男子の部 （５ゲーム先取ノーアド） 8 志賀中 中1 小波　久斗 こなみ　ひさと ＦＦＴＡ　nａｎａｏ

1 伏見台小 小5 前中　良介 まえなか　りょうすけ 金沢市テニス協会 9 野々市小 小6 田上　櫂斗 たがみ　かいと V10
2 符津小 小5 塩原　麻弘 しおはら　まお 符津小学校 10 緑中 中1 関野　渡 せきの　わたる Y's Jr
3 稚松小 小5 水嶋　大暉 みずしま　だいき 稚松小学校 11 片山津中 中1 泉　航太 いずみ　こうた 加賀ジュニア
4 西南部小 小6 庄源　太陽 しょうげん　たいよう 西金沢ジュニア 12 紫錦台中 中2 石津　紡 いしづ　つむぎ 紫錦台中学校
5 付属小 小5 中川　駈 なかがわ　かける 金沢市テニス協会 13 紫錦台中 中2 村本　大玄 むらもと　たいげん 紫錦台中学校
6 広陽小 小6 上野　隼汰 うえの　しゅんた ＴＲＧ 14 北鳴中 中1 石井　瑛士 いしい　えいじ ウエストヒルズJr
7 大徳小 小6 中山　晧幹 なかやま　こうき 金沢市テニス協会 15 星陵中 中2 柴田　琉生 しばた　るい 内灘ジュニア
8 英田小 小5 中村　謙心 なかむら　けんしん 津幡ジュニア
9 野々市小 小5 田辺　蒼人 たなべ　そうと 野々市小学校

10 津幡小 小6 松下　大斗 まつした　だいと 津幡ジュニア
11 広陽小 小6 松原　佑真 まつばら　ゆうま ＴＲＧ
12 館野小 小6 久田　泰誠 ひさだ　たいせい ＴＲＧ
13 西南部小 小6 高橋　直大 たかはし　なおと 西金沢ジュニア
14 西南部小 小6 木村　駈 きむら　かける 金沢市テニス協会
15 清湖小 小6 小谷　海晴 おだに　みはる 内灘ジュニア
16 寺井小 小5 岡田　怜馬 おかだ　りょうま いしかわジュニア
17 苗代小 小5 木村　葉月 きむら　はづき 小松ジュニア
18 寺井小 小6 打田　和寛 うちだ　かずひろ いしかわジュニア
19 第一小 小5 築田　悠伸 つきだ　ゆうしん 小松ジュニア
20 緑小 小5 直喜　慶也 なおき　けいや Y's Jr
21 蓮代寺小 小6 松下　颯斗 まつした　はやと 小松JTC
22 太白台小 小5 前田　優 まえだ　すぐる 津幡ジュニア
23 寺井小 小6 北川　周 きたがわ　しゅう いしかわジュニア
24 第一小 小5 菅嶋　倉士 すがじま　そうし 小松ジュニア
25 御園小 小6 小納谷　慶二 こなや　けいじ TEAM KIT
26 作見小 小5 北市　誠悟 きたいち　せいご 加賀ジュニア
27 和気小 小5 松原　壮真 まつばら　そうま TEAM KIT
28 条南小 小6 高木　柊 たかぎ　しゅう 津幡ジュニア
29 伏見台小 小5 井田　結斗 いだ　ゆいと V10
30 大徳小 小6 北村　湧磨 きたむら　ゆうま Y's Jr
31 辰口中央小 小5 西野　仁人 にしの　じんと 小松ジュニア
32 萩野台小 小5 高出　晴日 たかで　はるひ 津幡ジュニア
33 付属小 小5 神佐　惇 かんざ　あつし V10
34 千坂小 小6 高島　昊雅 たかしま　こうが 内灘ジュニア
35 野々市小 小5 矢原　青空 やはら　せら TEAM KIT
36 条南小 小6 筆谷　純士 ふでたに　あつし 津幡ジュニア
37 第一小 小5 藤原　由宇 ふじわら　ゆう 小松ジュニア
38 条南小 小5 野原　惇央 のはら　あつひろ 津幡ジュニア
39 河南小 小6 吉田　龍生 よしだ　りゅうせい 山中ジュニア

2019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

レフェリー　　　　小坂　由美子　（090-9766-4308)


