
№ 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　陽祐 羽水高等学校 福井 1 上田　　航 ヤスマGTC 福井 128
2 爲口　昌飛 羽水高等学校 福井 2 鈴木　陽太 yell 新潟 104
3 谷川　志胤 羽水高等学校 福井 3 渡邊　晴木 三条ファミリーTC 新潟 88
4 松﨑　良飛 羽水高等学校 福井 4 河治　　樹 三条ファミリーTC 新潟 140
5 平川　慶史朗 羽水高等学校 福井 5 横尾　健介 高田高等学校 新潟 128
6 大坂　陽向 羽水高等学校 福井 6 井村　翔真 魚津Ｊｒ． 富山
7 山田　瞭斗 勝山高等学校 福井 7 牧野　宏倖 魚津Ｊｒ． 富山
8 仲村　真晃 勝山高等学校 福井 8 宮前　雄也 ATS 石川 157
9 前川　佳毅 勝山高等学校 福井 9 竹内　　悠 ATS 石川
10 織田　　連 勝山高等学校 福井 10 角谷　　亮 GETT 石川 57
11 木下　大地 勝山高等学校 福井 11 源　　聖悟 GETT 石川 71
12 沼田　悠伸 勝山高等学校 福井 12 寺西　晴季 SUMMIT 石川
13 長谷川　晴人 勝山JTC 福井 80 13 成瀬祥太郎 ＳＵＭＭＩＴ 石川
14 酒井　威綱 長野南高等学校 長野 14 川西　飛生 TEAM KIT 石川 96
15 張田　匠哉 富山中部高校 富山 91 15 矢原　明弥 TEAM KIT 石川
16 役川　玄樹 高岡高等学校 富山 21 16 永井　晃太郎 TEAM KIT 石川
17 町田　悠太朗 高岡高等学校 富山 54 17 中村　巧史朗 V10 石川
18 東　和樹　 高岡高等学校 富山 18 前川　瑞樹 Y'sJr 石川
19 西出　　爽 ATS 石川 26 19 中山　敦揮 Y'sJr 石川
20 方橋　凜太郎 ATS 石川 114 20 権野　博也 Y'sJr 石川
21 吉田　悠真 GETT 石川 15 21 山田　　孝 石川県工高校 石川
22 谷口　和輝 GETT 石川 43 22 木下　功陽 石川県工高校 石川
23 竹村　碧人 GETT 石川 23 山﨑　叶翔 石川県工高校 石川
24 大谷　　拓 石川県工高校A 石川 24 鶴賀　善太郎 石川県工高校 石川
25 能坂　　輝 石川県工高校A 石川 25 竹田　匠汰 石川県工高校 石川
26 秋野　空良 石川県工高校A 石川 26 竹田　圭汰 石川県工高校 石川
27 真島　壮瑠 石川県工高校A 石川 27 高橋　凛汰 鵬学園高等学校 石川
28 井野　太陽 石川県工高校A 石川 28 端野　潤希 鵬学園高等学校 石川
29 東　　明篤 石川県工高校A 石川 29 北村　幸輝 金沢桜丘高等学校 石川
30 島田　虎太郎 石川県工高校B 石川 30 野村　累斗 小松工業高校 石川
31 菅谷　力也 石川県工高校B 石川 31 北　　拓弥 小松工業高校 石川
32 東　　涼太 石川県工高校B 石川 32 辻本　陽敬 金沢市立西南部中学校 石川
33 桶田　圭佑 石川県工高校B 石川 33 森林　　諒 金沢西高等学校 石川
34 橋本　　龍 石川県工高校B 石川 34 西岡　浩志 金沢西高等学校 石川
35 守屋　勇佑 石川県工高校B 石川 35 中山　智裕 津幡ジュニア 石川 90
36 小林　颯太 石川工業高等専門学校 石川 36 宮本　　翔 鶴来高等学校 石川
37 梶井　惣生 石川工業高等専門学校 石川 37 山下　翔也 鶴来高等学校 石川
38 酒田　真成 石川工業高等専門学校 石川 38 馬越　大翔 鶴来高等学校 石川
39 小西　哲平 石川工業高等専門学校 石川 39 能木場　賢生 鶴来高等学校 石川
40 坂北　蒼 石川工業高等専門学校 石川
41 西村　吉平 鵬学園高等学校 石川
42 平山　祐雅 鵬学園高等学校 石川
43 松田　圭太 金沢桜丘高等学校 石川
44 片山　優斗 金沢桜丘高等学校 石川
45 永井　蒼士 金沢桜丘高等学校 石川
46 田中　　優 金沢桜丘高等学校 石川
47 安藤　晴紀 金沢桜丘高等学校 石川
48 武田　晴斗 金沢桜丘高等学校 石川
49 山田　恭輔 金沢市立工業高等学校 石川
50 吉原　周大 金沢市立工業高等学校 石川
51 林野　寛太 金沢市立工業高等学校 石川
52 桑野　太輔 金沢市立工業高等学校 石川
53 牧　孝多朗 金沢大学附属高等学校 石川
54 高畠　開聖 金沢大学附属高等学校 石川
55 松下　宗平 金沢大学附属高等学校 石川
56 小野　晃広 金沢辰巳丘高等学校 石川 24
57 寺山　悠介 金沢伏見高校 石川
58 上野　凌弥 金沢伏見高校 石川
59 小倉　裕太 金沢龍谷高校 石川 54
60 雨森　匡哉 金沢龍谷高校 石川 114
61 川合　海斗 金沢龍谷高校 石川
62 古瀬　　楓 金沢龍谷高校 石川
63 林　　涼月 金沢龍谷高校 石川
64 加納　嘉将 金沢龍谷高校 石川
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65 山田　彰真 小松工業高校 石川
66 福田　大翔 小松工業高校 石川
67 東田　侑大 小松工業高校 石川
68 東田　大和 小松工業高校 石川
69 上田　拓実 小松工業高校 石川
70 蓮井　友也 小松工業高校 石川
71 安川　海空斗 野々市明倫高等学校 石川
72 東　　龍晴 野々市明倫高等学校 石川
73 谷畑　佑哉 野々市明倫高等学校 石川
74 小原　遼太 遊学館高等学校 石川
75 西倉　輝竜 遊学館高等学校 石川
76 織田　哲平 金沢高等学校 石川
77 野口　凜太朗 金沢高等学校 石川
78 西　　惇希 金沢高等学校 石川
79 木村　宙翔 金沢高等学校 石川
80 井上　義貴 金沢高等学校 石川
81 田中　佳輝 金沢高等学校 石川
82 藤　虎汰郎 金沢西高等学校 石川
83 西多　　匠 鶴来高等学校 石川

№ 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 揚原　優花 藤島高校 福井 30 1 揚原　桃花 鯖江ジュニア 福井 65
2 内田　絢日 藤島高校 福井 2 渡邉　希颯 三条ファミリーＴＣ 新潟
3 佐藤　唯愛 新津高等学校 新潟 3 安達　巴奈 帝京長岡高等学校 新潟
4 関根　怜乃 新津高等学校 新潟 4 北村　海遥 ATS 石川 119
5 川住　咲奈 新津高等学校 新潟 5 前田　柚葉 GETT 石川
6 吉岡　沙恵 新津高等学校 新潟 6 能坂　あい SUMMIT 石川
7 小西　つかさ 金沢錦丘高等学校 新潟 7 津田　　凛 ウエストヒルズJT 石川
8 金城　みゆ 帝京長岡高等学校 新潟 8 田作　澪和 金沢高等学校 石川
9 新村　美結 水橋高等学校 富山 110 9 北浦　莉子 金沢高等学校 石川
10 吉井　ひかり 水橋高等学校 富山 110 10 村上　柚衣 金沢高等学校 石川
11 佐藤　莉乃 ATS 石川 37 11 田中　愛純 小松ジュニアＴＣ 石川 85
12 津田百花 鵬学園高等学校 石川 12 北山　　結 小松ジュニアＴＣ 石川 122
13 三野綾子 鵬学園高等学校 石川 13 林　　彩乃 津幡ジュニア 石川
14 村田　愛有 金沢高等学校 石川 14 西　比誉 北陸学院高等学校 石川
15 三笘　菜央 金沢高等学校 石川 15 中田　樹里 加賀ジュニア 石川
16 長谷　雛乃 金沢高等学校 石川 16 石川　乙葉 川北ジュニアテニスクラブ 石川
17 福田　菜々美 金沢高等学校 石川 17 橋本　夏凛 川北ジュニアテニスクラブ 石川
18 中村　莉菜 金沢高等学校 石川 18 竹田　愛夏 川北ジュニアテニスクラブ 石川
19 長坂　亜美 金沢高等学校 石川 19 中川　綾乃 川北ジュニアテニスクラブ 石川
20 濱上　瑠那 金沢高等学校 石川 20 古山　未雲 川北ジュニアテニスクラブ 石川
21 佐々木　朋花 金沢高等学校 石川 21 木根　晴香 川北ジュニアテニスクラブ 石川
22 奥　　友華 金沢高等学校 石川 22 下中　百々花 鶴来高等学校 石川
23 七浦　佑佳 金沢二水高等学校 石川 98 23 長田　瀬里奈 鶴来高等学校 石川
24 能崎　佑奈 金沢二水高等学校 石川 24 森　ここ乃 鶴来高等学校 石川
25 田中　美羽 北陸学院高等学校 石川 21 25 齋藤　愛海 北陸学院中学校 石川
26 土橋　京華 北陸学院高等学校 石川 89
27 松浦　未歩 北陸学院高等学校 石川 98
28 田中　なずな 北陸学院高等学校 石川
29 松井　優佳 北陸学院高等学校 石川
30 梅田　幸世 北陸学院高等学校 石川
31 中村　心音 北陸学院高等学校 石川
32 道下　瑞乃 北陸学院高等学校 石川
33 橋本　茉林 金沢西高等学校 石川
34 村松　杏莉 鶴来高等学校 石川
35 山岸　莉子 鶴来高等学校 石川

◆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。

北信越ランキング：北信越テニス協会ホームページ→最新ジュニアランキング→少年男子ランキング・少年女子ランキング（2019/12/31）

U１８女子　　３５名 U１６女子　　２５名


