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第15回かがジュニアテニストーナメントU13
男子シングルス 10月1日
No 名前 所属

56 柴田 琉生 (内灘JTC)

53 平野 壱真 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
54 吉田 圭佑 (Y'sJr)
55 加藤 瑠唯 (内灘JTC)

52 中山 優 (津幡Jr)

49 小林 優斗 (福井ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団)
50 北川 英弥 (旭丘小学校)
51 野口 歩夢 (川北Jr)

37 中村 巧史朗 (金沢市TA)
38 前田 優 (FUKUI.JTT)

35 寺西 晴季 (SUMMIT)
36 成瀬 祥太郎 (SUMMIT)

33 直喜 温也 (Y'sJr)
34 山口 大陸 (V10)

31 権野 博也 (内灘JTC)
32 徳田 佳大 (GETT)

29 中井 悠世 (ATS)
30 板坂 秀汰 (GETT)

27 小野 達史 (V10)
28 野原 康平 (津幡Jr)

25 矢原 明弥 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
26 小寺 稀介 (津幡Jr)

23 宮前 雄也 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
24 小西 健太 (V10)

21 森田 海翠 (小松Jr)
22 北嶋 将伍 (北陸中学校)

19 竹内 悠 (Y'sJr)
20 犬島 秀弥 (V10)

17 牧野 宏倖 (魚津Jr)
18 亀田 朋哉 (津幡Jr)

15 市川 未来 (HaleJr.)
16 井村 翔真 (魚津Jr)

13 竹内 暖雅 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
14 向 和寿 (川北JTC)

11 畑 璃空 (小松Jr)
12 阿部 結我 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)

9 清水端 一優 (津幡Jr)
10 清水端 海音 (津幡Jr)

7 渡辺 翔太 (津幡Jr)
8 永井 晃太郎 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)

6 源 聖悟 (GETT)

3 松根 拓希 (津幡Jr)
4 小坂 響来 (小松Jr)

1 池田 崚真 (苗代小学校)
2 前川 瑞樹 (Y'sJr)

5 野々山 仁 (津幡Jr)

39 奥村 玲央 (津幡Jr)
40 牧野 透歩 (勝山JTC)
41 五十嵐 亮輔 (金沢市TA)
42 納谷 真人 (加賀JTC)
43 泉 航太 (加賀JTC)
44 染谷 柊真 (川北JTC)

48 米林 翔 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)

45 南出 旺樹 (津幡Jr)
46 上田 陸翔 (津幡Jr)
47 山口 佳吾 (山中Jr)

60  bye

57 尾野 颯 (ｼｮｯﾄJr)
58 中森 太一 (ｼｮｯﾄJr)
59 辻本 陽敬 (ｼｮｯﾄJr)
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31  bye
32  bye

29 橋本 茉林 (いしかわJr)
30 竹村 安珠 (山中Jr)

27 揚原 優花 (鯖江Jr)
28 西本 そら (山中Jr)

25 三谷 碧里 (山中Jr)
26 西 比誉 (山中Jr)

23 中出 望月 (山中Jr)
24 森 愛香 (山中Jr)

21 山森 姿月 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
22 相馬 佑妃 (鯖江Jr)

19 屋宜 優伽 (川北JTC)
20 熊井 桃奈 (志賀中学校)

17 清水 咲良 (志賀中学校)
18 工藤 朱希 (志賀中学校)

15 寺西 瑞季 (高岡中学校)
16 清水 愛佳 (川北JTC)

13 浅香 那々子 (Y'sJr)
14 上田 夏鈴 (大林TS)

11 町田 愛理亜 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
12 白崎 望愛 (FUKUI.JTT)

9 七浦 佑佳 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
10 寺井 湖々 (山中Jr)

7 小西 つかさ (いしかわJr)
8 三野 綾子 (志賀中学校)

5 竹内 愛眞 (Y'sJr)
6 正村 逢愛 (川北JTC)

3 井村 萌香 (魚津Jr)
4 亀田 菜月 (津幡Jr)

1 鳥井 雪乃 (川北JTC)
2 井関 麻央 (高岡中学校)
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31  bye
32  bye

28 荒木 礼央 (加賀JTC)
29 寺田 晏大 (山中Jr)
30 木村 慈緒 (山中Jr)

25 木村 宙翔 (SUMMIT)
26 織田 哲平 (Y'sJr)
27 田中 優 (高岡中学校)

22 宮前 太一 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
23 村上 稜真 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
24 塚田 昂大 (大林TS)

19 岡本 一竜 (志賀中学校)
20 谷口 和輝 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
21 小倉 裕太 (Y'sJr)

16 堀内 雄晴 (津幡Jr)
17 山口 泰平 (高岡中学校)
18 高崎 昊大 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)

13 澤守 一成 (小松Jr)
14 織田 能毅 (高岡RTC)
15 青木 陽哉 (大林TS)

10 山本 航也 (志賀中学校)
11 山本 拓希 (志賀中学校)
12 西村 吉平 (志賀中学校)

7 平山 祐雅 (志賀中学校)
8 方橋 奏人 (山中Jr)
9 林 涼月 (高岡中学校)

4 能坂 輝 (高岡中学校)
5 浅井 嘉一 (SUMMIT)
6 南 歩志 (高岡RTC)

1 松本 大誠 (小松Jr)
2 下牧 優利 (勝山JTC)
3 吉田 悠真 (GETT)
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1 林 愛友奈 (小松Jr)
2 前田 梓菜 (Y'sJr)
3 清水端 碧乃 (津幡Jr)
4 濱崎 ちはる (津幡Jr)
5 目次 彩乃 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
6 戸口 琉花 (津幡Jr)
7 小寺 紅 (津幡Jr)
8 橋本 恋梅 (川北JTC)
9 川尻 夢乃 (金沢市TA)

10 林 恵凜奈 (小松Jr)
11 岡部 唯千瑠 (Stella TC)
12 本田 彩華 (Stella TC)
13 岩本 奈夕 (Stella TC)
14 岩倉 李旺 (小松Jr)
15 上山 蒼生 (山中Jr)
16 坂本 真緒 (山中Jr)
17 染谷 紗花 (川北JTC)
18 上田 晴菜 (大林TS)
19 小坂 音羽 (小松Jr)
20 柴田 妃香里 (内灘JTC)
21 大積 綾乃 (ｼｮｯﾄJr)
22 寺田 伊織 (ｼｮｯﾄJr)
23 水内 佑香 (ｼｮｯﾄJr)
24  bye
25  bye
26  bye
27  bye
28  bye
29  bye
30  bye
31  bye
32  bye
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48 西村 瞬 (鯖江Jr)

45 藤原 由宇 (小松Jr)
46 平野 良真 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
47 天谷 俊介 (FUKUI.JTT)

42 神尾 勘太 (加賀JTC)
43 中嶋 修三 (加賀JTC)
44 筆谷 純士 (津幡Jr)

39 菅嶋 倉士 (小松Jr)
40 高出 晴日 (津幡Jr)
41 永谷 晟淳 (加賀JTC)

31 木村 葉月 (小松Jr)
32 浅香 厚明 (金沢市TA)

28 井田 結斗 (V10)
29 野原 惇央 (津幡Jr)
30 前田 優 (津幡Jr)

25 表 蒼史 (加賀JTC)
26 北村 湧磨 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
27 矢原 青空 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)

22 打田 和寛 (いしかわJr)
23 中山 皓幹 (金沢市TA)
24 山崎 壮大 (V10)

19 中山 智裕 (津幡Jr)
20 角谷 亮 (GETT)
21 角谷 宙希 (ｼｮｯﾄJr)

16 斉藤 貫士 (ｳｴｳｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
17 久保 流輝 (津幡Jr)
18 赤羽根 遼真 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)

13 中村 謙心 (津幡Jr)
14 宮岸 亮太朗 (小松Jr)
15 宮岸 慶成 (小松Jr)

10 田上 櫂斗 (V10)
11 神佐 惇 (V10)
12 森下 怜 (V10)

7 北川 周 (いしかわJr.)
8 皿澤 敬太 (勝山JTC)
9 吉田 涼 (小松Jr)

33 吉田 龍生 (山中Jr)
34 齊藤 圭汰 ( Z-II)

1 高島 昊雅 (内灘JTC)
2 松本 皐 (小松Jr)
3 源 拓真 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
4 築田 悠伸 (小松Jr)
5 立見 生吹 (小松Jr)
6 小谷 海晴 (内灘JTC)

37 直喜 慶也 (Y'sJr)
38 川西 飛生 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)

35 齊藤 秀哉 ( Z-II)
36 久保田 創大 (Y'sJr)

52  bye

49 辻本 悠嗣 (ｼｮｯﾄJr)
50 花村 啓佑 (ｼｮｯﾄJr)
51 加登 想空 (ｼｮｯﾄJr)
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31 出口 望叶 (FUKUI.JTT)
32 出口 夢來 (FUKUI.JTT)

28 安養 侑歩 (ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｰﾑ・ｴｱｰｽﾞ)
29 中田 樹里 (加賀JTC)
30 西田 愛莉 (加賀JTC)

25 清水 凛々子 (Stella TC)
26 田中 愛純 (小松Jr)
27 北村 海遥 (金沢市TA)

22 高田 莉瑠 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
23 久末 美璃 (Stella TC)
24 畑中 星奈 (Stella TC)

19 中野 真佑 (金沢市TA)
20 佐藤 莉乃 (ATS)
21 高間 胡羽 (福井ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団)

16 前田 星佳 (津幡Jr)
17 天日 彩乃 (津幡Jr)
18 清水 彩菜 (V10)

13 三野 日夏子 (志賀Jr)
14 堀内 梨央 (津幡Jr)
15 林 唯月 (ﾔｽﾏGTC)

10 林 彩乃 (津幡Jr)
11 高嶋 夕莉 (志賀Jr)
12 北山 結 (小松Jr)

7 橋本 夏凛 (川北JTC)
8 西村 莉依 (志賀Jr)
9 矢田 絢音 (志賀Jr)

4 石川 乙葉 (川北JTC)
5 長谷田 吏泉 (川北JTC)
6 中町 雫 (ﾌﾘｰ)

1 吉野 真央 (ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT)
2 前田 柚葉 (Y'sJr)
3 能坂 あい (Y's Jr)

35 斉藤 沙桜 (川北JTC)
36 石田 紗矢 (GETT)

33 竹田 愛夏 (川北JTC)
34 森 眞優 (山中Jr)

39  bye

37 高坂 那弥 (小松Jr)
38 太田 光虹 (ｼｮｯﾄJr)


