
№ 氏名 所属 県名 北信越ランキング № 氏名 所属 県名 北信越ランキング

1 柴田　零士 ATS 石川 175 1 久保田　創大 ATS 石川 164

2 中森　伊吹 ATS 石川 2 三原　煌大 CLUE 石川

3 赤坂　晃虎 CLUE 石川 3 辻本　悠嗣 GETT 石川 41

4 角谷　宙希 GETT 石川 135 4 前中　良介 GETT 石川 139

5 村上　翔 GETT 石川 155 5 立見　生吹 GETT 石川 164

6 角谷　尚翔 GETT 石川 6 真田　史恩 SUMMIT 石川

7 吉澤　颯人 GETT 石川 7 中川　詠斗 SUMMIT 石川

8 三浦　遥太 GETT 石川 8 川西　飛生 TEAM KIT 石川 16

9 寺譯　楓斗 GETT 石川 9 源　拓真 TEAM KIT 石川 33

10 石藏　晴 Papillon 石川 10 矢原　青空 TEAM KIT 石川 144

11 西田　匡徳 SUMMIT 石川 11 神佐　惇 V10 石川

12 中山 瑛斗 SUMMIT 石川 12 中山 皓幹 Y's Jr 石川 155

13 中山 立稀  SUMMIT 石川 13 川西　由人 Y's Jr 石川

14 中村　聡志 SUMMIT 石川 14 谷　律輝 Y's Jr 石川

15 竹内　聡 TEAM KIT 石川 125 15 山村　未来 いしかわJr 石川

16 宮本　麟太郎 TEAM KIT 石川 16 若田　琥太郎 金沢附属中学校 石川

17 西谷　和起 TEAM KIT 石川 17 中川　駈 金沢附属中学校 石川

18 北村　堅佑 TEAM KIT 石川 18 山岸　新太 山中ジュニアクラブ 石川

19 吉田　朝陽 V10 石川 19 田中　洸聖 山中ジュニアテニスクラブ 石川

20 髙島　礼雅 Y‘ｓＪｒ 石川 20 宮岸　慶成 小松ジュニアTC 石川 81

21 角戸　奏介 ウエストヒルズJT 石川 21 吉田　朋矢 小松ジュニアTC 石川

22 寺井　健人 ウエストヒルズJT 石川 22 .南　璃空 川北ジュニアテニスクラブ 石川

23 小橋　未來 ウエストヒルズJT 石川 23 吉村　煌成 川北ジュニアテニスクラブ 石川

24 諏訪　隼士 ウエストヒルズJT 石川 24 高出　晴日 津幡ジュニア 石川

25 越　奏太 ショットJr 石川 25 前田　優 津幡ジュニア 石川

26 宮嶋　悠希 ショットJr 石川 26 中村　謙心 津幡ジュニア 石川

27 高森　瑛大 ショットJr 石川 27 板坂　翼 津幡ジュニア 石川

28 水野　槙人 ショットJr 石川 28 堀内　聡介 津幡ジュニア 石川

29 中野　新太 ショットJr 石川 29 野原　惇央 津幡ジュニア 石川

30 堀田　創介 センティア 石川 30 岩崎　泰知 センティア 富山 107

31 岡田　祥吾 山中ジュニアテニスクラブ 石川 31 布村　旺志朗 大林TS 富山 96

32 木村　路偉 山中ジュニアテニスクラブ 石川 32 赤沼　逢兜 ｍ＆ｍＪＴＡ 長野 134

33 幸田　蓮大 志賀ジュニアTC 石川 33 古田　龍之介 STT 長野 98

34 高村　秋徳 小松ジュニアTC 石川 34 小牧　英心 STT 長野

35 水戸　瑛大 小松ジュニアTC 石川 35 村田  悠 STT 長野

36 杉田　冨志郎 小松ジュニアTC 石川 36 栗田　拓実 team HERO 長野 71

37 大坂　晄也 小松ジュニアTC 石川 37 小泉　晴冨 team HERO 長野 129

38 水島　希 石川TA 石川 38 伏見　真人 荒神山テニススクール 長野 172

39 金尾　正順 津幡ジュニア 石川 39 前田 　一稀 FUKUI.JTT 福井 137

40 金尾　正蔵 津幡ジュニア 石川 40 簑輪　拓実 FUKUI.JTT 福井 164

41 前田　悟 津幡ジュニア 石川 41 禿氏　恵侑 FUKUI.JTT 福井

42 中村　環佑 津幡ジュニア 石川 42 片谷　昂樹 ヤスマGTC 福井 105

43 伊野　輝龍 TeamTAKUO 富山 175 43 西野　翔 ヤスマGTC 福井 155

44 釜谷　充希 センティア 富山 135 44 橋本　亮 武生ジュニアテニスクラブ 福井

45 島田　大愛 長岡小学校 富山 45 五十嵐　博喜 武生ジュニアテニスクラブ 福井

46 竹内　計登 m&m JTA 長野 46 森本　結斗 武生ジュニアテニスクラブ 福井

47 志水　陽奏 ＳＴＴ 長野 144 47 瀧　颯介 武生ジュニアテニスクラブ 福井

48 福本　瑠可 ＳＴＴ 長野 175 48 池泉　太智 武生ジュニアテニスクラブ 福井

49 原田　莉玖 ＳＴＴ 長野

50 武田　蓮恩 エムスタイルテニスアカデミー 長野

51 佐藤　蒼良 荒神山テニススクール 長野

52 木村　玲汰 荒神山テニススクール 長野

53 片谷智咲樹 ヤスマGTC 福井 124

54 下矢　陽生 ヤスマGTC 福井
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№ 氏名 所属 県名 北信越ランキング № 氏名 所属 県名 北信越ランキング

1 今井　理子 ATS 石川 1 中森　琶菜 ATS 石川

2 水内　柚月 CLUE 石川 134 2 水内　佑香 CLUE 石川 105

3 新保　茜 GETT 石川 123 3 丸田　芽生莉 GETT 石川 102

4 吉田　奈央 ＧＥＴＴ 石川 4 橋本　麻央 papillon 石川

5 上野　紗希 GETT 石川 5 春木　由加 papillon 石川

6 宮下　壱那 Papillon 石川 6 南　珠愛 SUMMIT 石川 116

7 澤田　琉南 Papillon 石川 7 長谷川　紬 TEAM KIT 石川 137

8 古屋　虹花 TEAM KIT 石川 152 8 山崎　結衣 V10 石川

9 高田　留菜 TEAM KIT 石川 9 伊山 菜実 Y's Jr. 石川

10 生駒　琉茄 TEAM KIT 石川 10 中森　千晴 Y'sジュニア 石川

11 矢原　瑛礼亜 TEAM KIT 石川 11 染谷　紗花 いしかわJr 石川 64

12 河端　美那 ウエストヒルズJT 石川 12 岡部　結衣 ウエストヒルズJT 石川

13 平野　真央 ウエストヒルズＪＴ 石川 13 宮前　海来 ウエストヒルズJT 石川

14 小山　心陽 加賀ジュニアテニスクラブ 石川 14 新保　柑菜 ショットjr 石川 105

15 河之形　藍里 山中ジュニアテニスクラブ 石川 15 小谷　和暖 センティア 石川

16 我戸　美玲 山中ジュニアテニスクラブ 石川 16 小山　心結 加賀ジュニアテニスクラブ 石川

17 林　恵凜奈 小松ジュニアTC 石川 129 17 四津　和奏 高岡中学校 石川

18 岩倉　芙実   小松ジュニアTC 石川 18 旭　杏樹 山中ジュニアテニスクラブ 石川

19 正田　賀子 小松ジュニアTC 石川 19 工藤　珠音 志賀ジュニアテニスクラブ 石川

20 中富　愛華 小松ジュニアTC 石川 20 南　星凪 志賀ジュニアテニスクラブ 石川

21 濱本　智咲花 小松ジュニアTC 石川 21 本谷　望歩 志賀ジュニアテニスクラブ 石川

22 石橋　和佳 川北Jr.テニスクラブ 石川 22 林　愛友奈 小松ジュニアTC 石川 104

23 岩崎　真菜 津幡ジュニア 石川 23 小坂　音羽 小松ジュニアTC 石川

24 山本　真歩 津幡ジュニア 石川 24 清水端　碧乃 津幡ジュニア 石川 127

25 山﨑　穂実 津幡ジュニア 石川 25 濱﨑　ちはる 津幡ジュニア 石川 151

26 小林　紗雪 津幡ジュニア 石川 26 宮澤　福奈 m&mJTA  長野 74

27 前田　紗知 津幡ジュニア 石川 27 山田　涼楓 荒神山テニススクール 長野 56

28 伊藤　叶 Z-ll 富山 28 田中 柚葉 荒神山テニススクール 長野 70

29 金盛　帆花 魚津市テニス協会 富山 29 春日　彩杏 荒神山テニススクール 長野 88

30 長谷川　笑里 荒神山テニススクール 長野 30 石田 貴恵 ファーストＴＡ 新潟 81

31 田中 千尋 荒神山テニススクール 長野 31 徳本　芙優  FUKUI.JTT 福井 36

32 野邊　結衣 荒神山テニススクール 長野 32 吉澤　愛莉 福井庭球少年団 福井 119

33 玉木　彩愛 FUKUI.JTT 福井 33 玉森　胡桃 SASC 福井

34 川端　千陽 FUKUI.JTT 福井 34 奥野　琴音 すてっぷ 福井 148

35 大久保　真子 ヤスマGTC 福井 123 35 奥出　彩帆 今立TC 福井

36 山森　愛華 武生ジュニアテニスクラブ 福井

◆12月25日（土）12時以降にキャンセルされた場合、エントリー料金は返金いたしません。
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