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No. 氏名 所属 No. 氏名 所属 No. 氏名 所属 No. 氏名 所属 No. 氏名 所属 No. 氏名 所属 No. 氏名１ 氏名２ 所属
1 森田 愛久 SEIBUｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 1 大西 陽也 OTC 1 佐藤 莉乃 ATS 1 源 聖悟 GETT 1 村松 果奈 ATS 1 東 光翼 ATS 1 辻本 信次 木下祐里 team doteko
2 保志場 美空 ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT 2 町田 陵太朗 SEIBUｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 2 井関 麻央 SUMMIT 2 吉澤 楽人 GETT 2 山森 さら GETT 2 徳野虎太郎 ATS 2 村上 雅人 今井 陽子 ウエストヒルズ
3 前田 恵椛 エアーズ 3 小野　達史 V10 3 梅沢 瑠奈 V10 3 堀岡 航 GETT 3 岡部 桃杏 SUMMIT 3 谷口 和輝 GETT 3 常本 綾乃 山鍬 竜也 オニギリキング
4 吉江 優楽 エアーズ 4 高橋 大悟 V10 4 水越 羽純 Y's Jr. 4 徳田 佳大 GETT 4 七浦 佑佳 Y's Jr. 4 田中 佑 GETT 4 上島 佑太 四辻奈津子 オニギリキング
5 吉江 優楽 エアーズ 5 中森 太一 V10 5 高田 莉瑠 ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT 5 横山 瑛史 SEIBUｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 5 関野 未知留 いしかわJr 5 木村 宙翔 SUMMIT 5 樽部 政一 坂口 明子 オニギリキング
6 大積 綾乃 ショットJr 6 森下 怜 V10 6 九重 咲穂 ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT 6 寺西 晴季 SUMMIT 6 町田 愛理亜 ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT 6 小野　晃広 V10 6 高野 博之 中田 小百合 チアーズ・ペガサス
7 矢田 絢音 志賀Jr. 7 有江 彰人 Y's Jr. 7 吉野 真央 ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT 7 浅井 嘉一 SUMMIT 7 竹内 愛眞 ショットJr 7 水越 太一 Y's Jr. 7 津田 俊夫 中屋 千里 ニシナガ
8 西村 莉依 志賀Jr. 8 久保田 創大 Y's Jr. 8 山森 姿月 ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT 8 成瀬 祥太郎 SUMMIT 8 越後 奈津子 志賀Jr. 8 小倉 裕太 Y's Jr. 8 金森 遊学 橋場りえ 兼六・ブルーレア
9 林 愛友奈 小松Jr. 9 奥村 風夢 Z-Ⅱ 9 坂下 怜奈 ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT 9 織田 能毅 Team Wish 9 清水 咲良 志賀Jr. 9 久保田 貫太 Y's Jr. 9 石切 秀樹 石切 とも子

10 長谷田 吏泉 川北Jr. 10 斉藤 圭汰 Z-Ⅱ 10 前田 柚葉 ショットJr 10 杉田 英準 Y's Jr. 10 三野 綾子 志賀Jr. 10 柳原 幹哉 あすなろ倶楽部 10 阿部  洋 豊田 美雪
11 斉藤 沙桜 川北Jr. 11 斉藤 秀哉 Z-Ⅱ 11 安養 侑歩 エアーズ 11 源 拓真 ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT 11 加茂野 こまち 志賀Jr. 11 高崎 昊大 ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT
12 上田 晴菜 大林TS 12 茂住 隼矢 あすなろ倶楽部 12 矢田 遥南 志賀Jr. 12 前川 瑞樹 ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT 12 砂本 梨々香 志賀Jr. 12 越山悠陸 ショットJr
13 小寺 紅 津幡Jr. 13 川西 飛生 ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT 13 高嶋 夕莉 志賀Jr. 13 宮前 太一 ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT 13 工藤 朱希 志賀中学校 13 吉田 悠真 笠間TC
14 濱﨑 ちはる 津幡Jr. 14 斉藤 貫士 ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT 14 熊井 桃奈 志賀Jr. 14 大田 晃 エアーズ 14 名山 幸那 志賀中学校 14 方橋 凜太郎 山中Jr.
15 天日 彩乃 津幡Jr. 15 宮前 雄也 ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT 15 三原 光玖 志賀Jr. 15 林 真央 ショットJr 15 田中 美羽 小松Jr. 15 西村 吉平 志賀Jr. No. 氏名 所属

16 山田 結斗 センティア 16 橋本 帆乃花 志賀Jr. 16 角谷 亮 ショットJr 16 八木 侑希 大林TS 16 砂本 連生 志賀Jr. 1 飯田 石川県
17 宮岸 亮太朗 小松Jr. 17 北山 結 小松Jr. 17 竹内 悠 ショットJr 17 林 夢乃 津幡Jr. 17 山本 航也 志賀中学校 2 嵐 石川県
18 宮岸 慶成 小松Jr. 18 田中 愛純 小松Jr. 18 南 陽音 高岡RTC 18 濱﨑 希実 津幡Jr. 18 山本 拓希 志賀中学校 3 石田 石川県
19 松本 皐 小松Jr. 19 中井 春華 小松Jr. 19 方橋 奏人 山中Jr. 19 杉本 実優 津幡Jr. 19 北山 葵 小松Jr. 4 清水 石川県
20 立見 生吹 小松Jr. 20 林 優実奈 小松Jr. 20 畑 海里 小松Jr. 20 久保 結希凪 津幡Jr. 20 土山 達也 小松Jr. 5 肥田 富山県
21 畑 璃空 小松Jr. 21 橋本 夏凛 川北Jr. 21 酢野 来翔 小松Jr. 21 長山 真凜 砺波市TA 21 永井 蒼士 川北Jr. 6 笹島 富山県
22 小坂 響来 小松Jr. 22 鳥井 雪乃 川北Jr. 22 野口 歩夢 川北Jr. 22 青木 陽哉 大林TS 7 梅澤 富山県
23 染谷 柊真 川北Jr. 23 屋宜 優伽 川北Jr. 23 八木 碧生 大林TS 23 町田 悠太朗 大林TS 8 竹下 福井県
24 山岸 修輔 大林TS 24 石川 乙葉 川北Jr. 24 野原 康平 津幡Jr. 24 藤田 友樹 辰口Jr. 9 加藤 福井県
25 上田 陸翔 津幡Jr. 25 上田 夏鈴 大林TS 25 上田 悠陽 津幡Jr. 25 野原 章平 津幡Jr. 10 浦松 福井県
26 前田 亮成 津幡Jr. 26 瀬戸 祐希奈 大林TS 26 松根 拓希 津幡Jr. 26 槻谷 俊弥 津幡Jr.
27 清水端 海音 津幡Jr. 27 堅田 美玖 津幡Jr. 27 梅津 侑真 津幡Jr. 27 堀内 雄晴 津幡Jr.
28 亀田 朋哉 津幡Jr. 28 前田 星佳 津幡Jr. 28 清水端 一優 津幡Jr. 28 高辻 一翔 北陸学院中学校
29 野々山 仁 津幡Jr. 29 林 彩乃 津幡Jr. 29 小寺 稀介 津幡Jr. 29 吉澤 頼人 麗澤瑞浪中学校
30 久保 流輝 津幡Jr. 30 亀田 菜月 津幡Jr. 30 天日 啓貴 津幡Jr. 30 辻 来知

31 堀内 梨央 津幡Jr. 31 中山 優 津幡Jr. 31 西出 爽 ATS
32 水島 光夏 内灘Jr. 32 渡辺 翔太 津幡Jr.

33 中山 裕也 津幡Jr.
34 中山 智裕 津幡Jr.
35 吉田 圭佑 津幡Jr.
36 櫻井 緋来 津幡Jr. 
37 久保 洸晴 津幡Jr. 
38 藤中 志成 津幡Jr. 
39 柴田 琉生 内灘Jr.
40 関野 渡 緑小学校

U10男子U10女子

車いす

ミックスダブルスU14男子U14女子U12男子U12女子


