
№ 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 三原　煌大 FFTAnanao 石川 1 小波　久斗 FFTA Nanao 石川
2 辻本　悠嗣 ＧＥＴＴ 石川 107 2 小納谷　慶二 TEAM KIT 石川
3 角谷　宙希 GETT 石川 3 亀田　侑生 V10 石川
4 立見　生吹 GETT 石川 4 山崎　壮大 Ｖ10 石川
5 真田　史恩 SUMMIT 石川 5 小西　健太 V10 石川
6 川西　由人 SUMMIT 石川 6 小野　達史 V10 石川
7 源　　拓真 TEAM KIT 石川 123 7 田上　櫂斗 V10 石川
8 加登　想空 TEAM KIT 石川 8 木村　　駈 Ｙ´ｓjr 石川
9 山村　未来 TEAM KIT 石川 9 市川　未來 Y's Jr 石川
10 竹内　　聡 TEAM KIT 石川 10 竹内　暖雅 Y's Jr 石川
11 矢原　青空 TEAM KIT 石川 11 北村　湧磨 Y's Jr 石川
12 井田  結斗 V10 石川 12 打田　和寛 いしかわJr 石川
13 吉田　朝陽 V10 石川 13 下内　勇人 ウエストヒルズJT 石川
14 森下　　怜 V10 石川 14 石井　瑛士 ウエストヒルズJT 石川
15 神佐　　惇 V10 石川 15 赤羽根　遼真 ウエストヒルズＪＴ 石川
16 浅香　厚明 V10 石川 16 中森　太一 ショットJr. 石川
17 久保田　創大 Y's Ｊｒ 石川 17 表　　蒼史 加賀ジュニア 石川
18 前田　　駿 Y's Ｊｒ 石川 18 泉　　航太 加賀ジュニア 石川
19 村上　　翔 Y's Ｊｒ 石川 19 神尾　勘太 加賀ジュニア 石川
20 中山　皓幹 Y's Ｊｒ 石川 20 宮岸　亮太朗 小松ジュニアTC 石川 108
21 直喜　慶也 Y's Ｊｒ 石川 21 小坂　響来 小松ジュニアTC 石川
22 岡田　怜馬 いしかわJr 石川 22 出蔵　慧徒 川北ジュニア 石川
23 北川　　周 いしかわJr. 石川 23 向　　和寿 川北ジュニア 石川
24 関口　　遼 ウエストヒルズJT 石川 24 染谷　柊真 川北ジュニア 石川
25 寺譯　楓斗 ウエストヒルズJT 石川 25 渡辺　翔太 津幡ジュニア 石川 57
26 田中　惟久朗 ウエストヒルズJT 石川 26 松根　拓希 津幡ジュニア 石川 89
27 平野　良真 ウエストヒルズＪＴ 石川 27 野々山　仁 津幡ジュニア 石川 122
28 西田　匡徳 ショットJr. 石川 28 奥村　玲央 津幡ジュニア 石川
29 北市　誠悟 加賀ジュニア 石川 29 松下　大斗 津幡ジュニア 石川
30 鶴井　皐樹 加賀ジュニアテニスクラブ 石川 30 上田　陸翔 津幡ジュニア 石川
31 水島　　希 金沢市テニス協会 石川 31 清水端　海音 津幡ジュニア 石川
32 前中　良介 金沢市テニス協会 石川 32 南出　旺樹 津幡ジュニア 石川
33 宮岸　慶成 小松ジュニアTC 石川 166 33 髙島　昊雅 内灘ジュニア 石川
34 藤原　由宇 小松ジュニアTC 石川 34 小谷　海晴 内灘ジュニア 石川
35 宇枝　優希 小松ジュニアTC 石川 35 玉木　来知 FUKUI.JTT 福井 151
36 吉田　朋矢 小松ジュニアＴＣ 石川 36 玉木　偉士 FUKUI.JTT 福井 154
37 菅嶋　倉士 小松ジュニアＴＣ 石川 37 森山　稜大 チーム"時" 福井 128
38 西野　仁人 小松ジュニアTC 石川 38 梅田　蒼大 鯖江ジュニア 福井
39 大坂　晄也 小松ジュニアTC 石川 39 皿澤　敬太　 勝山ＪＴＣ 福井 109
40 築田　悠伸 小松ジュニアTC 石川 40 横堀　陽太郎 JSSジャンボITS 新潟 63
41 西村　恵介 川北ジュニア 石川 41 山崎　嘉太郎 さくらTG 新潟 70
42 高出　晴日 津幡ジュニア 石川 42 浅野　泰輝 さくらTG 新潟
43 前田　　優 津幡ジュニア 石川 43 吉川　太智 ファーストTA 新潟
44 中村　環佑 津幡ジュニア 石川 44 宮原　　悠 ファミリーITS 新潟
45 中村　謙心 津幡ジュニア 石川 45 塩川　智生 m&m JTA 長野
46 板坂　　翼 津幡ジュニア 石川 46 宮澤　啓介 m&mJTA 長野 99
47 堀内　聡介 津幡ジュニア 石川 47 北林　由伊 NTA 長野 113
48 野原　惇央 津幡ジュニア 石川 48 山田　航大 荒神山TS 長野 141
49 濱坂　陸希 津幡ジュニア 石川 49 奥村　風夢 Z-Ⅱ 富山 129
50 柴田　零士 内灘ジュニア 石川 50 茂住　隼矢 あすなろ倶楽部 富山 112
51 髙島　礼雅 内灘ジュニア 石川 51 伊野　裕聖 フリー 富山
52 野村　太希 センティア 富山 52 南　　陽音 高岡ロイヤルＴＣ 富山 99
53 伊野　輝龍 フリー 富山 53 原田　駿平 大林TS 富山 111
54 新村　快心 大林TS 富山 136 54 原田　瞭平 大林TS 富山 126
55 道岸　優太 大林TS 富山 151 55 山田　結斗 大林TS 富山 154
56 布村　旺志朗 大林TS 富山 169 56 山岸　修輔 大林TS 富山 158
57 犬井　　咲 T＆S新発田ITS 新潟 57 天谷　俊介 FUKUI.JTT 福井 58
58 浦澤　伊織 ＹｅＬＬインドアテニススクール 新潟 166 58 上田　遼介 FUKUI.JTT 福井
59 前田　一稀 FUKUI.JTT 福井 59 坂川　陽向 TEAM WINNER 福井 169
60 禿氏　恵侑 FUKUI.JTT 福井 60 奥出　悠貴 今立TC 福井 44
61 簑輪　拓実 FUKUI.JTT 福井 61 北川　倖補 今立TC 福井 81
62 前田　涼哉 Stella TC 福井 62 朝日向　琉輝 勝山ＪＴＣ 福井
63 佐々木　喬彬 さかいJr. 福井 63 牧野　透歩 勝山JTC 福井
64 池田　樹巨 チーム”時” 福井 64 木崎　　航 小浜ジュニア 福井 141
65 西野　　翔 ヤスマGTC 福井 65 岸本　幸大 武生ジュニア 福井 141
66 片谷　昂樹 ヤスマGTC 福井 66 池尾　賢人 福井庭球少年団 福井
67 片谷　智咲樹 ヤスマGTC 福井 67 畑下　悠真 福井庭球少年団 福井
68 吉田　悠真 鯖江ジュニア 福井
69 左近　和希 鯖江ジュニア 福井
70 三輪　和樹 鯖江ジュニア 福井
71 小松　蒼磨 鯖江ジュニア 福井
72 岸本　幸己 武生ジュニア 福井
73 池泉　太智 武生ジュニア 福井
74 赤沼　逢兜 ｍ＆ｍ 長野
75 古田　龍之介 STT 長野
76 小牧　英心 STT 長野
77 小泉　晴冨 Team HERO 長野
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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 前田　恵椛 FFTA Nanao 石川 126 1 石田　紗矢 GETT 石川 70
2 橋本　麻央 FFTA Nanao 石川 2 前田　梓菜 SUMMIT 石川
3 小波　うた FFTA Nanao 石川 3 保志場　美空 TEAM KIT 石川 92
4 伊山　菜実 SUMMIT 石川 4 角戸　花奏 team s.s.t.c 石川
5 吉田　奈央 TEAM KIT 石川 5 玉野　結菜 team s.s.t.c 石川
6 宮下　茉桜 TEAM KIT 石川 6 斉藤　沙桜 Y’ｓJr 石川
7 生駒　琉茄 TEAM KIT 石川 7 中野　真佑 Y’ｓJr 石川
8 大野　希実 TEAM KIT 石川 8 太田　光虹 ショットJr 石川
9 長谷川　紬 TEAM KIT 石川 9 寺田　伊織 ショットJr 石川 132
10 磯田　実来 team s.s.t.c 石川 10 井波　　梅 ショットJr 石川
11 四津　和奏 team s.s.t.c 石川 11 日向　ほの花 高岡中学校 石川
12 岡田　　薫 TRG 石川 12 坂本　真緒 山中ジュニア 石川 164
13 高橋　美来 TRG 石川 13 上山　蒼生 山中ジュニア 石川
14 山崎　結衣 V10 石川 14 矢田　絢音 志賀ジュニア 石川
15 北村　琴美 Y'sJr 石川 15 林　優実奈 小松ジュニアTC 石川 120
16 齋藤　彩乃 ウエストヒルズJT 石川 16 岩倉　李旺 小松ジュニアTC 石川 159
17 岡部　結衣 ウエストヒルズJT 石川 17 片塩　和奏 ｍ&ｍ JTA 長野 85
18 炭　　憂奈 ウエストヒルズJT 石川 18 丸山　　唯 荒神山テニススクール 長野 93
19 中町　　奏 ウエストヒルズJT 石川 19 加藤　優歩 荒神山テニススクール 長野
20 平野　真央 ウエストヒルズJT 石川 20 畠　　さゆり T&S 新発田ITS 新潟 46
21 末田　奈都 ウエストヒルズJT  石川 21 畑川　ひかり yell 新潟 126
22 高森　未来 ショットJr 石川 22 石田　　環 ファーストＴＡ 新潟 103
23 新保　　茜 ショットJr 石川 23 木村　天音 ファーストTA 新潟 153
24 新保　柑菜 ショットJr 石川 24 土田　映海 上越グリーン 新潟 86
25 水内　佑香  ショットJr 石川 25 伊藤　千遥 あすなろ倶楽部 富山 89
26 水内　柚月 ショットJr 石川 26 彦坂　美玖 FUKUI.JTT 福井 109
27 中森　琶菜 ショットJr 石川 27 酒師　未遥 FUKUI.JTT 福井 144
28 南　　珠愛 ショットJr 石川 28 二之宮　唯華 FUKUI.JTT 福井 153
29 西田　梨香 ショットJr 石川 29 本田　彩華 Stella TC 福井
30 丸田　芽生莉 金沢市テニス協会 石川 30 川村　ゆりな さかいジュニア 福井 129
31 旭　　杏樹 山中ジュニア 石川 31 小林　優海 さかいジュニア 福井
32 上山　桔生 山中ジュニア 石川 32 為永　妃徠 鯖江ジュニア 福井 132
33 南　　星凪 志賀ジュニア 石川 33 山岸　音葉 鯖江ジュニア 福井 159
34 岩倉　芙実 小松ジュニアTC 石川 34 澤田　好未 鯖江ジュニア 福井
35 小坂　音羽 小松ジュニアTC 石川 35 関内　優衣 武生ジュニア 福井 97
36 林　愛友奈 小松ジュニアTC 石川 36 高木  鈴奈 武生ジュニア 福井 120
37 林　恵凜奈 小松ジュニアTC 石川 37 中司  瑞希 武生ジュニア 福井
38 橋本　恋梅 川北ジュニア 石川 38 池尾　紅華 福井庭球少年団 福井
39 正村　愛音 川北ジュニア 石川
40 戸口　琉花 津幡ジュニア 石川
41 清水端　碧乃 津幡ジュニア 石川
42 前田　紗知 津幡ジュニア 石川
43 濱﨑　ちはる 津幡ジュニア 石川
44 小谷　和暖 内灘ジュニア 石川
45 石田　貴恵 ファーストＴＡ 新潟
46 徳本　芙優 FUKUI.JTT 福井 104
47 二之宮　華穏 FUKUI.JTT 福井
48 奥野　琴音 SASC 福井
49 岩本　奈夕 Stella TC 福井
50 佐藤　愛花 Stella TC 福井
51 菅原　愛央 Stella TC 福井
52 坂川　舞桜 TEAM WINNER 福井
53 玉森　胡桃 さかいジュニアテニスクラブ 福井
54 岩尾　ゆめな 鯖江ジュニア 福井
55 小倉　咲穂 鯖江ジュニア 福井
56 和田　ゆきの 勝山ＪＴＣ 福井
57 吉澤　愛莉 福井庭球少年団 福井
58 池尾　蒼華 福井庭球少年団 福井
59 宮澤　福奈 m&mJTA 長野 107
60 関　　心花 m&mJTA 長野
61 春日　彩杏 荒神山テニススクール 長野
62 藤岡　結衣 大林ＴＳ 富山 137

◆申し込み期限後の不参加については参加費を徴収します。
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