
中学生以下男子シングルスエントリー 中学生以下女子シングルスエントリー

№ 氏　名 フリガナ 所　属 № 氏　名 フリガナ 所　属
1 藤守諄樹 フジモリジュンキ ラ・ポーム 1 竹上和香 タケガミノドカ 屋島TC

2 近藤龍斗 屋島テニスクラブ 2 桑嶋里緒 クワジマリオ 屋島テニスクラブ

3 豊田総士 トヨタソウシ アップデイト 3 中山穂香 ナカヤマホノカ 屋島テニスクラブ

4 鈴木雄大 スズキユウダイ 屋島テニスクラブ 4 中川結衣 ナカガワユイ 屋島テニスクラブ

5 二條昂佑 ニジョウコウスケ アップデイト 5 北岡沙和子 キタオカサワコ 丸亀テニスクラブ

6 新居岳士 アライタケシ アップデイト 6 戸田梓乃 トダシノ 丸亀テニスクラブ

7 筒井颯馬 ツツイソウマ 屋島テニスクラブ 7 樋笠美里 ヒガサミサト 丸亀テニスクラブ

8 森勇輝 モリユウキ アップデート 8 小川蘭 オガワラン 多度津中学校

9 大平拓真 オオヒラタクマ 丸亀テニスクラブ 9 飯沼恵里子 イイヌマエリコ 丸亀市立南中学校

10 釜野就斗 カマノシュウト 丸亀テニスクラブ 10 直井優希 ナオイユウキ 丸亀市立南中学校

11 西岡慶亮 ニシオカケイスケ 飯野ジュニアTC 11 東條真佳 トウジョウマナカ 丸亀市立南中学校

12 伊藤諭志 イトウサトシ 丸亀市立南中学校 12 出水菜摘 デミズナツミ 丸亀市立南中学校

13 井田新大 イダアラタ 丸亀市立南中学校 13 新居愛梨 アライアイリ 丸亀市立南中学校

14 岩間嘉希 イワマヨシキ 丸亀市立南中学校 14 森桜子 モリサクラコ 丸亀市立南中学校

15 東條幹大 トウジョウカンタ 丸亀市立南中学校 15 古川さくら フルカワサクラ 丸亀市立南中学校

16 高田小太郎 タカダコタロウ 丸亀市立南中学校 16 網干侑希 アボシユウキ 丸亀市立南中学校

17 宮田稜大 ミヤタリョウタ 丸亀市立南中学校 17 中條ひなた チュウジョウヒナタ 丸亀市立南中学校

18 松崎圭亮 マツザキケイスケ 丸亀市立南中学校 18 草薙実和 クサナギミワ 丸亀市立南中学校

19 橋本怜磨 ハシモトリョウマ 丸亀市立南中学校 19
20 徳井伶音 トクイレオン 丸亀市立南中学校 20

小学生以下男子シングルスエントリー

№ 氏　名 フリガナ 所　属 № 氏　名 フリガナ 所　属
1 長谷友樹 ハセトモキ 36 松田久遠 マツダクオン 山田テニス

2 松尾晃汰 マツオコウタ トキワテニスクラブ 37 松田悠晏 マツダユアン 山田テニス

3 金浦正宗 カナウラマサムネ WINNER 38 中西健斗 ナカニシケント フォーレスト

4 金浦俊哉 カナウラトシヤ WINNER 39 中村仁 ナカムラジン フォーレスト

5 後藤貴人 ゴトウタカト トキワテニスクラブ 40 大塚暖雪 オオツカヒナタ フォーレスト

6 和田涼吾 ワダリョウゴ トキワテニスクラブ 41 坂東郁都 バンドウイクト フォーレスト

7 日高喜成 ヒダカキナリ トキワテニスクラブ 42 中西柊翔 ナカニシシュウト フォーレスト

8 武田仁 タケタジン Ｗｉｎｅｅｒ 43 新地仁誇 シンチニコ フォーレスト

9 武田壮 タケタソウ Ｗｉｎｅｅｒ 44 東野光祐 ヒガシノコウスケ フォーレスト

10 染川朋輝 ソメカワトモキ 屋島テニス 45 渡邉厚太朗 ワタナベコウタロウ フォーレスト

11 山下幹太 ヤマシタ カンタ 46 鈴木瑛翔 スズキアキト 四国中央リアン

12 小野晴智 オノハルトモ 上高瀬小学校 47
13 三谷昇大 ハイブリッジ 48
14 中西凛太朗 ナカニシリンタロウ 石鎚ローンテニスクラブ 49
15 門野伊吹 カドノイブキ ハイブリッジ 50
16 森広樹 モリヒロキ アップデート

17 真鍋匠人 マナベタクト ハイブリッジ 小学生以下女子シングルスエントリー
18 永間陽樹 ナガマハルキ 萩インドア

19 中田大翔 ナカタ　ハルト 丸亀テニスクラブ № 氏　名 フリガナ 所　属
20 猪熊悠矢 イノクマユウヤ 丸亀テニスクラブ 1 住友里穏 スミトモリオン トキワテニスクラブ

21 北岡伸一朗 キタオカシンイチロウ 丸亀テニスクラブ 2 井上有彩 イノウエアリサ 屋島テニスクラブ

22 野坂桜太 ノサカオウタ 丸亀テニスクラブ 3 松下千織 マツシタチオリ 山田テニスクラブ

23 井上広遥 イノウエコウヨウ 丸亀テニスクラブ 4 小泉和奏 コイズミワカナ アップデイト

24 西川晄生 ニシカワコウセイ 丸亀テニスクラブ 5 森岡花菜 モリオカハナ　 石鎚ローン

25 川﨑莞太郎 カワサキカンタロウ 丸亀テニスクラブ 6 石川日向 イシカワヒヨリ 萩インドア

26 三名本琉玖 ミナモトルク 丸亀テニスクラブ 7 戸田莉生 トダリオ 丸亀テニスクラブ

27 江藤陽輝 エトウハルキ 丸亀テニスクラブ 8 市原小梅 イチハラコウメ 丸亀テニスクラブ

28 植野智湧 ウエノチユウ 飯野ジュニアTC 9 駄場桜子 ダバサクラコ フォーレスト

29 大原達也 オオハラタツヤ 飯野ジュニアTC 10 古市宙 フルイチソラ フォーレスト

30 前田和樹 マエダカズキ 飯野ジュニアTC 11 堀家那菜 ホリケナナ フォーレスト

31 川原朋 カワハラトモ 飯野ジュニアTC 12 中尾しらべ ナカオシラベ フォーレスト

32 藤原悠 フジワラユウ 飯野ジュニアTC 13
33 高橋知義 タカハシトモノリ 飯野ジュニアTC 14
34 西岡優希 ニシオカユウキ 飯野ジュニアTC 15
35 高田晴貴 タカダハルキ 飯野ジュニアTC

第9回　オープンジュニアテニス大会　エントリー


