
第１９回ジュニア＆キッズテニス大会（２０１８年２月１０日～１１日）
レッドボールクラス（１０日のみ開催　８：００～８：２０受付）（試合時間１０分）（２９名）レッドボールクラス（１０日のみ開催　８：００～８：２０受付）（試合時間１０分）（２９名）レッドボールクラス（１０日のみ開催　８：００～８：２０受付）（試合時間１０分）（２９名）レッドボールクラス（１０日のみ開催　８：００～８：２０受付）（試合時間１０分）（２９名）

①　 浅黄　太良 （津幡jr) 浅黄 柴田 鶴山
柴田　零士 （内灘jr)
鶴山　晃輔 （いしかわjr)

藤本　菜々子 （SAMMIT)
石割　琥太郎 （津幡jr) 片谷 藤本
北村　琴美 （Y’s Jr）
片谷　智咲樹 （ヤスマGTC） 北村 石割

② 前田　紗知 （津幡jr) 前田 髙島 富田
髙島　礼雅 （内灘jr)
富田　せら （津幡jr)
工藤　珠音 （志賀jr) 鳥井 工藤
中森　千晴 （SAMMIT)
高橋　美来 （TRG）
高島　櫂里 （津幡jr) 高島 高橋 中森
鳥井　篤拓 （川北jr)

③ 久郷　葵 （津幡jr) 久郷 鳥井 中村
鳥井　直拓 （川北jr)
中村　環佑 （津幡jr)
平野　航大 （内灘jr)
岩倉　芙実 （小松jr) 本谷 平野
田中　雅人 （津幡jr)
本谷　望歩 （志賀jr) 田中 岩倉

④ 銘形　恵人 （津幡jr) 銘形 大坂 川井
大坂　晄也 （小松jr)
川井　明依 （SAMMIT)
伊豆　碧海 （津幡jr)
平野　真央 (ウエストヒルズ) 上野 伊豆
河合　悠真 （津幡jr)
上野　紗希 河合 平野

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
①

②

③

④

３位決定戦

　　後援　北國新聞社　　協賛　ダイドートリンコ株式会社　

　（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１９回ジュニア＆キッズテニス大会（２０１８年２月１０日～１１日）
　オレンジボールクラス（１０日のみ開催　８：００～８：２０受付）（試合時間１５分）（３２名）　オレンジボールクラス（１０日のみ開催　８：００～８：２０受付）（試合時間１５分）（３２名）　オレンジボールクラス（１０日のみ開催　８：００～８：２０受付）（試合時間１５分）（３２名）　オレンジボールクラス（１０日のみ開催　８：００～８：２０受付）（試合時間１５分）（３２名）

①　 山本　佳穂 （津幡jr) 山本 鶴山 松下
鶴山　俊輔 （いしかわjr)

松下　遥斗 （津幡jr)
米澤　璃恋 （TRG） 久田 米澤
小谷　和暖 （内灘jr)
小波　うた （志賀jr) 
向野　凌平 （津幡jr) 向野 小波 小谷
久田　泰誠 （TRG）

② 大石　蓮太 （津幡jr) 大石 松下 白江
松下  颯斗 (小松jr)
白江　智子 （津幡jr)
松本 温 （ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT） 松原 松本
水内　柚月 (ショットＪｒ） 

原田　鉄平 （大林ＴＳ）
堀内　聡介 （津幡jr) 堀内 原田 水内
松原　羽奏 （TRG）

③ 廣瀬　七胡 （津幡jr) 廣瀬 藤田 矢嶋
藤田　和香奈 （TRG）
矢嶋 開 (ショットＪｒ） 

岩本　歩夢  （津幡jr) 林 岩本
松原　佑真 （TRG）
中村  美尋 （津幡jr)
上山　桔生 （山中jr) 上山 中村 松原
林　恵凛奈 (小松jr)

④ 宮本　侑奈 （津幡jr) 宮本 角谷 吉田
角谷　宙希 (ショットＪｒ） 

吉田　朋矢 (小松jr)
北原　向日葵  （津幡jr) 本谷 北原
上野　隼汰 （TRG）
英　篤玖 （津幡jr)
中森　琶菜 （SAMMIT) 中森 英 上野
本谷　万奈 (志賀jr) 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
①

②

③

④

３位決定戦

　　後援　北國新聞社　　協賛　ダイドートリンコ株式会社　



第１９回ジュニア＆キッズテニス大会（２０１８年２月１０日～１１日）
グリーンボールクラス男子女子混合（１０日のみ開催　１１：００受付完了）（試合時間１５分）（４１名）グリーンボールクラス男子女子混合（１０日のみ開催　１１：００受付完了）（試合時間１５分）（４１名）グリーンボールクラス男子女子混合（１０日のみ開催　１１：００受付完了）（試合時間１５分）（４１名）グリーンボールクラス男子女子混合（１０日のみ開催　１１：００受付完了）（試合時間１５分）（４１名）

①　 藤江　大智 （津幡jr) 藤江 亀田 小坂 前田
亀田　侑生 (Ｖ１０) 
小坂　音羽 (小松jr)
前田　優 （津幡jr) 石井 西野
西野　結子 （山中jr)
中村　謙心 （津幡jr)
岩倉　李旺 (小松jr) 片谷 矢原 岩倉 中村
矢原　青空 （ＴＥＡＭ　ＫＩＴ）

片谷　昂樹 （ヤスマGTC）

石井　瑛士 (ウエストヒルズ) 

② 濱崎　ちはる （津幡jr) 濱崎 菅嶋 柴田 北村
菅嶋　倉士 (小松jr)
柴田　妃香里 （内灘jr)
北村　湧磨 （Y’s Jr） 中山 松下大

松下　大斗 （津幡jr)
三原　煌大 (志賀jr) 
松下  麻衣 (小松jr) 前中 山本 松下麻 三原
山本　光太朗 （津幡jr)
前中　良介
中山　皓幹 （金沢市テニス協会）

③ 南出　旺樹 （津幡jr) 南出 築田 野原 直喜
築田　悠伸 (小松jr)
野原　惇央 （津幡jr) 表 木村葉

直喜　慶也 （Y’s Jr）
木村　葉月 (小松jr)
武田　悠伸 (Ｖ１０) 平野 武田
清水端　碧乃 （津幡jr) 木村駈 目次 清水端

目次　彩乃 (ウエストヒルズ) 

木村　駈 （金沢市テニス協会）

平野　良真 （ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞJT）

表  蒼史 （加賀jr)

④ 前田　亮成 （津幡jr) 前田 西野 高出 藤原
西野　仁人 (小松jr)
高出　晴日 （津幡jr)
藤原　由宇 (小松jr) 麻田 小波
小波　久斗 (志賀jr) 
戸口　琉花 （津幡jr)
髙島　昊雅 （内灘jr) 上山 林 髙島 戸口
林　愛友奈 (小松jr)
上山　蒼生 （山中jr)
麻田　美空 (ウエストヒルズ) 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
①

②

③

④

３位決定戦

　　後援　北國新聞社　　協賛　ダイドートリンコ株式会社　



第１９回ジュニア＆キッズテニス大会（２０１８年２月１０日～１１日）
セレクトクラス男子（１１日　８：００～８：２０受付）（試合時間２０分）（２７名）セレクトクラス男子（１１日　８：００～８：２０受付）（試合時間２０分）（２７名）セレクトクラス男子（１１日　８：００～８：２０受付）（試合時間２０分）（２７名）セレクトクラス男子（１１日　８：００～８：２０受付）（試合時間２０分）（２７名）

①　 永井　晃太郎 （SAMMIT) 永井 原田 宮岸
原田　駿平 （大林ＴＳ）
宮岸　亮太朗 （小松jr)
井田　結斗 （金沢市テニス協会）

清水端　海音 （津幡jr) 花村 井田
道岸　優太 （大林ＴＳ）
花村　啓佑 (ショットＪｒ） 道岸 清水端

② 成瀬　祥太郎 （SAMMIT) 成瀬 北川 小坂
北川　周 （いしかわjr)

小坂　響来 （小松jr)
中山　優 （津幡jr)
神佐　惇 (Ｖ１０) 吉田 中山
亀田  朋哉 （津幡jr)
吉田　涼 （小松jr) 亀田 神佐

③ 野原　康平 （津幡jr) 野原 阿部 泉
阿部　結我 （SAMMIT)
泉　航太 （加賀jr)
原田　瞭平 （大林ＴＳ）
奥村　玲央 （津幡jr)
潟渕　遥翔 (ウエストヒルズ) 

潟渕 奥村 原田

④ 中村　巧史朗 （金沢市テニス協会） 中村 宮岸 上田
宮岸　慶成 （小松jr)
上田　陸翔 （津幡jr)
山口　大陸 (Ｖ１０) 
久保　流輝 （津幡jr) 立見 山口
小谷　海晴 （内灘jr)
立見　生吹 （小松jr) 小谷 久保

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
①

②

③

④

３位決定戦

　　後援　北國新聞社　　協賛　株式会社ダイドートリンコ北陸　



第１９回ジュニア＆キッズテニス大会（２０１８年２月１０日～１１日）
セレクトクラス女子（１１日　１０：００受付終了）（試合時間２０分）（１１名）セレクトクラス女子（１１日　１０：００受付終了）（試合時間２０分）（１１名）セレクトクラス女子（１１日　１０：００受付終了）（試合時間２０分）（１１名）セレクトクラス女子（１１日　１０：００受付終了）（試合時間２０分）（１１名）

①　 堀内　梨央 （津幡jr) 堀内 中町
中町　雫 （田上小学校）

川尻　夢乃 （金沢市テニス協会）

村上　真琴 （内灘jr) 川尻
.水内　佑香 (ショットＪｒ） 

水内 村上

② 広瀬　すずらん （内灘jr) 広瀬 　　 天日
天日　彩乃 （津幡jr)
中町　奏 （田上小学校）

瀬知　いずみ （大林ＴＳ） 北村 中町
小寺　紅 （津幡jr)
北村　海遥 （金沢市テニス協会）

小寺 瀬知

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
①-１

②-2

②-1

①-2

３位決定戦

　　後援　北國新聞社　　協賛　株式会社ダイドートリンコ北陸　


