
第１８回ジュニア＆キッズテニス大会（２０１７年２月１１日～１２日）
レッドボールクラス（１１日　８：００受付開始）（試合時間１０分）（２８名）レッドボールクラス（１１日　８：００受付開始）（試合時間１０分）（２８名）レッドボールクラス（１１日　８：００受付開始）（試合時間１０分）（２８名）レッドボールクラス（１１日　８：００受付開始）（試合時間１０分）（２８名）

①　 大野　希実 （ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞ） 大野 1111 松原 9999 高出
松原　佑真 （TRG）
高出　晴日 （津幡jr) 7777 3333
水内　柚月 (ショットＪｒ） 

山本　光太朗 （津幡jr) 岩本 水内
原田　鉄平 （大林ＴＳ）
岩本　歩夢 （津幡jr) 13131313 原田 5555 山本 11111111

② 藤田　和香奈 （TRG） 藤田 2222 　　 梅津 10101010 上野
梅津　愛菜 （津幡jr)
上野　隼汰 （TRG） 8888 4444
板坂　翼 （津幡jr)
宮本　侑奈 （津幡jr) 堀内 板坂
角谷　宙希 (ショットＪｒ） 

堀内　聡介 （津幡jr) 14141414 角谷 6666 宮本 12121212

③ 前田　優 （津幡jr) 前田 1111 　 斉藤 9999 室井
斉藤　廉士 （ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT）

室井　大和 （津幡jr) 7777 3333
松本　温 （ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT）

大石　蓮太 （津幡jr) 白江 松本
松原　羽奏 （TRG）
白江　智子 （津幡jr) 13131313 松原 5555 大石 11111111

④ 清水端　碧乃  （津幡jr) 清水端 2222 　 平野 10101010 英
平野　真央　 （ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞ）

英　篤玖 （津幡jr) 8888 4444
米澤　璃恋 （TRG）
向野　凌平 （津幡jr) 中村 米澤
矢原　青空 （ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT）

中村　美尋 （津幡jr) 14141414 矢原 6666 向野 12121212

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
①

15151515
②

18181818
③

16161616
④

３位決定戦

17171717

　　後援　北國新聞社　　協賛　株式会社ダイドートリンコ北陸　

　（保護者の方には点数係りをお願いします。）
①と②はＡコート　　③と④はＢコートで番号順に試合をします。



第１８回ジュニア＆キッズテニス大会（２０１７年２月１１日～１２日）
　オレンジボールクラス（１１日　８：００受付開始）（試合時間１５分）（４１名）　オレンジボールクラス（１１日　８：００受付開始）（試合時間１５分）（４１名）　オレンジボールクラス（１１日　８：００受付開始）（試合時間１５分）（４１名）　オレンジボールクラス（１１日　８：００受付開始）（試合時間１５分）（４１名）

①　 木村　葉月 （小松jr) 木村 1111 染谷 21212121 中村 5555 吉田
染谷　紗花 （川北jr) 29292929 25252525
中村　謙心 （津幡jr)
吉田　涼 (小松jr) 山本 櫻井
櫻井　菫 （津幡jr)
井上　桃華 （FUKUI.JTT） 17171717 9999
喜多　恋雪 （内灘jr) 岩尾 37373737 菅嶋 13131313 喜多 33333333 井上
菅嶋　倉士 (小松jr)
岩尾　真 （FUKUI.JTT）

山本　蒼悟 （津幡jr)

② 宮下　茉桜 (Ｖ１０) 宮下 3333 小坂 23232323 松下 7777 二之宮

小坂　音羽 (小松jr) 31313131 27272727
松下　遙斗 （津幡jr)
二之宮　華穏 （FUKUI.JTT） 南出 柴田
柴田　妃香里 （内灘jr)
岩倉　李旺 (小松jr) 19191919 11111111
北原　向日葵 （津幡jr) 三原 39393939 小谷 15151515 北原 35353535 岩倉
小谷　海晴 （内灘jr)
三原　こうた (志賀jr) 
南出　旺樹 （津幡jr)

③ 下内　勇人 下内 2222 林（愛） 22222222 山田 6666 山本
林　愛友奈 (小松jr) 30303030 26262626
山田　華 （内灘jr)
山本　佳穂 （津幡jr) 森岡 箕輪
箕輪　拓実 （FUKUI.JTT）

表　蒼史 （加賀jr) 18181818 10101010
野原　惇央 （津幡jr) 中井 38383838 国枝 14141414 野原 34343434 表
国枝　俊介 （FUKUI.JTT）

中井　啓太 (小松jr)
森岡  良隆 （津幡jr)

④ 箕輪　莉彩 （FUKUI.JTT） 箕輪（莉）　 4444 村上 24242424 尾田 8888 林（恵）

村上　真琴 （内灘jr) 32323232 28282828
尾田　美羽奈 （津幡jr) 藤江
林　恵凛奈 (小松jr) 松下 41414141
藤江　太智 （津幡jr)
加登　想空 (ショットＪｒ） 20202020 加登
井口　隼汰 （津幡jr) 小波 40404040 園藤 16161616 高木 36363636 井口 12121212
高木　柊 （ジョイアクロス)

園藤　壮一郎 (小松jr)
小波 久斗   (志賀jr) 
松下　大斗 （津幡jr)

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
①

42424242
②

45454545
③

43434343
④

３位決定戦

44444444

　　後援　北國新聞社　　協賛　株式会社ダイドートリンコ北陸　



第１８回ジュニア＆キッズテニス大会（２０１７年２月１１日～１２日）
グリーンボールクラス男子女子混合（１１日　１０：３０受付完了）（試合時間１５分）（２９名）グリーンボールクラス男子女子混合（１１日　１０：３０受付完了）（試合時間１５分）（２９名）グリーンボールクラス男子女子混合（１１日　１０：３０受付完了）（試合時間１５分）（２９名）グリーンボールクラス男子女子混合（１１日　１０：３０受付完了）（試合時間１５分）（２９名）

①　 波瀬　名月 （ジョイアクロス) 波瀬 46464646 小坂 62626262 広瀬
小坂　響来 (小松jr) 66666666
広瀬　すずらん （内灘jr) 50505050
竹内　心那 （FUKUI.JTT） 斉藤 竹内
奥村　玲央 （津幡jr)
井田　結斗 (Ｖ１０) 58585858 67676767
吉澤　楽人 （TRG） 吉澤 71717171 井田 54545454 奥村
斉藤　貫士 （ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT）

② 江川　巴里 （ジョイアクロス) 江川 48484848 斉藤 64646464 立見
斉藤　沙桜 （川北jr)
立見　生吹 (小松jr) 60606060 52525252
柴田　琉生 （内灘jr)
市川　未來 （緑小学校) 石川 柴田
平野　良真 （ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT）

石川　悠貴 （FUKUI.JTT） 73737373 平野 56565656 市川 69696969

③ 辻本　悠嗣 (ショットＪｒ） 辻本 47474747 上田 63636363 奥田
上田　陸翔 （津幡jr)
奥田　智花 （SAMMIT) 59595959 51515151
新村　快心 （大林ＴＳ）
宮岸　慶成 (小松jr) 染谷 新村
濱崎　ちはる （津幡jr)
染谷　柊真 （川北jr) 72727272 濱崎 55555555 宮岸 68686868

④ 髙島　昊雅 （内灘jr) 髙島 49494949 目次 65656565 細川
目次　彩乃 (大徳小学校) 

細川　彩夏 （FUKUI.JTT） 61616161 53535353
川西　飛生 （ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT）

小森　友偉 （SAMMIT) 前田 川西
花村　啓佑 (ショットＪｒ） 

前田　亮成 （津幡jr) 74747474 花村 57575757 小森 70707070

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
①

75757575
②

78787878
③

76767676
④

３位決定戦

77777777

　　後援　北國新聞社　　協賛　株式会社ダイドートリンコ北陸　



第１８回ジュニア＆キッズテニス大会（２０１７年２月１１日～１２日）
セレクトクラス男子（１２日　８：００受付開始）（試合時間２０分）（２７名）セレクトクラス男子（１２日　８：００受付開始）（試合時間２０分）（２７名）セレクトクラス男子（１２日　８：００受付開始）（試合時間２０分）（２７名）セレクトクラス男子（１２日　８：００受付開始）（試合時間２０分）（２７名）

①　 渡辺　翔太 （津幡jr) 渡辺 1111 原田 18181818 矢原
原田　瞭平 （大林ＴＳ）
矢原　明弥 （ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT） 13131313 5555
上田　悠陽 （津幡jr)
浅香　厚明 （金沢市テニス協会） 米林 上田
梅津　侑真 （津幡jr)
米林　翔 (ウエストヒルズ) 34343434 梅津 9999 浅香 26262626

② 中山　優 （津幡jr) 中山 3333 直喜 22222222 天日
直喜　温也
天日　啓貴 （津幡jr) 14141414 7777
原田　駿平 （大林ＴＳ）
中村　巧史朗 （金沢市テニス協会） 平野 原田
小寺　稀介 （津幡jr)
平野　壱真 (ウエストヒルズ) 37373737 小寺 11111111 中村 30303030

③ 松根　拓希 （津幡jr) 松根 2222 五十嵐 19191919 久保
五十嵐　亮輔 （金沢市テニス協会）

久保　流輝 （津幡jr)
宮岸　亮太朗 （小松jr) 35353535 6666
清水端　一優 （津幡jr)
寺西　晴季 （SAMMIT)

寺西 10101010 清水端 27272727 宮岸

④ 中山　智裕 （津幡jr) 中山 4444 大網 23232323 成瀬
大綱　一成  （FUKUI.JTT）

成瀬　祥太郎 （SAMMIT) 15151515 8888
清水端　海音 （津幡jr)
野々山　仁 （津幡jr) 亀田 清水端

永井　晃太郎 (ウエストヒルズ) 

亀田  朋哉 （津幡jr) 38383838 永井 12121212 野々山 31313131

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
①

41414141
②

46464646
③

42424242
④

３位決定戦

45454545

　　後援　北國新聞社　　協賛　株式会社ダイドートリンコ北陸　



第１８回ジュニア＆キッズテニス大会（２０１７年２月１１日～１２日）
セレクトクラス女子（１２日　１０：００受付終了）（試合時間２０分）（１３名）セレクトクラス女子（１２日　１０：００受付終了）（試合時間２０分）（１３名）セレクトクラス女子（１２日　１０：００受付終了）（試合時間２０分）（１３名）セレクトクラス女子（１２日　１０：００受付終了）（試合時間２０分）（１３名）

①　 堀内　梨央 （津幡jr) 堀内 16161616 瀬知 28282828 小寺
瀬知　いずみ （大林ＴＳ）
小寺　紅 （津幡jr)
二之宮　唯華 （FUKUI.JTT） 39393939 20202020
川尻　夢乃 （金沢市テニス協会）

水内　佑香 (ショットＪｒ） 

水内 24242424 川尻 32323232 二之宮

② 高田　莉瑠 (ウエストヒルズ) 高田 17171717 大久保 29292929 天日
大久保　玲 （FUKUI.JTT） 36363636
天日　彩乃 （津幡jr)
出口　夢來 （FUKUI.JTT） 中野 33333333
北村　海遥 （金沢市テニス協会）

吉江　優楽 （エアーズ） 21212121
中野　真佑 (Ｖ１０) 吉江 25252525 北村 40404040 出口

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
①-１

43434343
②-2

48484848
②-1

44444444
①-2

３位決定戦

47474747

　　後援　北國新聞社　　協賛　株式会社ダイドートリンコ北陸　


