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1 北村 琴美 Y'sJr 1 染谷 紗花 川北ジュニア 1 川西 飛生 TEAM KIT 1 石田 紗矢 GETT 1 中山 智裕 津幡ジュニア 1 前田 星佳 津幡ジュニア

2 上山 桔生 山中ジュニアテニスクラブ 2 水内 佑香 ショットjr. 2 辻本 悠嗣 ＧＥＴＴ 2 保志場 美空 TEAM KIT 2 松根 拓希 津幡ジュニア 2 佐藤 莉乃 ATS

3 吉田 奈央 TEAM KIT 3 橋本 恋梅 川北ジュニアテニスクラブ 3 源 拓真 TEAM KIT 3 北村 海遥 ATS 3 野々山 仁 津幡ジュニア 3 山森 姿月 TEAM KIT

4 新保 茜 ショットｊｒ 4 林 愛友奈 小松ジュニアTC 4 宮岸 慶成 小松ジュニアＴＣ 4 林 優実奈 小松ジュニアTC 4 宮岸 亮太朗 小松ジュニアＴＣ 4 田中 愛純 小松ジュニアTC

5 岩倉 芙実 小松ジュニアTC 5 濱崎 ちはる 津幡ジュニア 5 中山 皓幹 金沢市テニス協会 5 寺田 伊織 ショットJr. 5 小野 達史 V10 5 能坂 あい SUMMIT

6 生駒 琉茄 TEAM KIT 6 小波 うた FFTA Nanao 6 久保田 創大 Y’s Jr 6 大積 綾乃 ショットJr. 6 宮前 雄也 TEAM KIT 6 中田 樹里 加賀ジュニア

7 前田 紗知 津幡ジュニア 7 清水端 碧乃 津幡ジュニア 7 竹内 聡 TEAM KIT 7 西村 莉依 志賀ジュニア 7 田上 櫂斗 V10 7 前田 柚葉 GETT

8 平野 真央 ウエストヒルズＪＴ 8 林 恵凜奈 小松ジュニアTC 8 直喜 慶也 y'sJr. 8 太田 光虹 ショットJr 8 阿部 結我 SUMMIT 8 林 彩乃 津幡ジュニア

9 伊藤 叶 SEIBUスポーツ 9 長谷川 紬 TEAM KIT 9 矢原 青空 TEAM KIT 9 中野 真佑 Y’ｓJr 9 竹内 暖雅 Y'sJr 9 石川 乙葉 川北ジュニアテニスクラブ

10 吉澤 愛莉 福井庭球少年団 10 新保 柑菜 ショットｊｒ 10 平野 良真 ウエストヒルズＪＴ 10 坂本 真緒 山中ジュニア 10 奥村 玲央 津幡ジュニア 10 齋藤 愛海 北陸学院中学校

11 高松 佑衣 下新川TA 11 小谷 和暖 内灘ジュニアテニスクラブ 11 浅香 厚明 Ⅴ１０ 11 岩倉 李旺 小松ジュニアTC 11 中森 太一 ショットJr. 11 橋本 夏凛 川北ジュニアテニスクラブ

12 富田 せら 津幡町ジュニアテニス 12 山崎 結衣 V10 12 前中 良介 金沢市テニス協会 12 柴田 妃香里 内灘Jr. 12 染谷 柊真 川北ジュニア 12 三原 光玖 志賀ジュニアTC

13 福井 璃奈 ZーⅡ 13 小坂 音羽 小松ジュニアTC 13 三原 煌大 FFTANanao 13 矢田 絢音 志賀ジュニアテニスクラブ 13 清水端 海音 津幡ジュニア 13 古山 未雲 川北Jr.テニスクラブ

14 中森 琶菜 ショットjr 14 前田 優 津幡ジュニア 14 上山 蒼生 山中ジュニアテニスクラブ 14 赤羽根 遼真 ウエストヒルズJT 14 高嶋 夕莉 FFTA Nanao

15 中町 奏 ウエストヒルズJT 15 北市 誠悟 加賀ジュニア 15 井波 梅 ショットJr. 15 高島 昊雅 内灘ジュニア 15 津田 凛 ウエストヒルズJT

16 水内 柚月 ショットjr. 16 井田 結斗 V10 16 斉藤 沙桜 小松Jr. 16 市川 未來 Y's Jr 16 福井 優葵 ZーⅡ

1 吉田 朝陽 V10 17 高森 未来 新神田小学校 17 築田 悠伸 小松ジュニアTC 17 前田 梓菜 SUMMIT 17 泉 航太 加賀ジュニア

2 高島 礼雅 内灘ジュニア 18 宮下 茉桜 team kit 18 板坂 翼 津幡ジュニア 18 宇野 あいり 金沢テニス協会 18 木村 駈 金沢市テニス協会

3 西田 匡徳 ショットJr 19 丸田 芽生莉 金沢市テニス協会 19 立見 生吹 GETT 19 玉野 結菜 team s.s.t.c 19 北村 湧磨 Y'sJr

4 宇枝 優希 小松ジュニアTC 20 戸口 琉花 津幡ジュニア 20 西村 恵介 川北Jrテニスクラブ 20 水越 果歩 津幡ジュニア 20 小坂 響来 小松ジュニアTC 1 渡辺 翔太 津幡Jr.

5 河合 悠真 津幡ジュニア 21 南 珠愛 中村町小学校 21 川西 由人 SUMMIT 21 日向 ほの花 高岡中学校 21 上田 陸翔 津幡ジュニア 2 竹内 悠 ATS

6 梶野 静冶 TEAM KIT 22 末田 奈都 ウエストヒルズJT 22 高出 晴日 津幡ジュニア 22 杉森 彩沙夏 SEIBUスポ－ツ 22 小波 久斗 FFTA Nanao 3 矢原 明弥 TEAM KIT

7 寺譯 楓斗 ウエストヒルズJT 23 齋藤 彩乃 ウエストヒルズ 23 真田 史恩 SUMMIT 23 松下 大斗 津幡ジュニア 4 権野 博也 Y's　Jr

8 柴田 零士 内灘Jr. 24 工藤 珠音 志賀ジュニア 24 西野 仁人 小松ジュニアTC 24 小西 健太 V10 5 寺西 晴季 SUMMIT

9 村上 翔 Y'sジュニア 25 村中 菫 Team s.s.t.c 25 野原 惇央 津幡Ｊｒ 25 向 和寿 川北町ジュニアテニスクラブ 6 辻本 陽敬 金沢市立西南部中学校

10 大坂 晄也 小松ジュニアTC 26 高橋 美来 TRG 26 神佐 惇 V10 26 南出 旺樹 津幡ジュニア 7 五十嵐 亮輔Y'sJr

11 中村 環佑 津幡ジュニア 27 四津 和奏 team s.s.t.c 27 松原 佑真 TRG 27 小谷 海晴 内灘ジュニアテニスクラブ 8 成瀬 祥太郎SUMMIT

12 木村 路偉 山中Jr.テニスクラブ 28 正村 愛音 川北Ｊｒ．テニスクラブ 28 前田 駿 Y'sジュニア 28 石井 瑛士 ウエストヒルズJT 9 永井 晃太郎TEAM KIT

13 釜谷 充希 センティア 29 伊山 菜実 SUMMIT 29 岡田 怜馬 いしかわジュニア 29 山崎 壮大 V10 10 中山 敦揮 Y'sJr

14 浅黄 太良 津幡ジュニア 30 磯田 実来 team s.s.t.c 30 吉田 朋矢 小松ジュニアＴＣ 30 高木 柊 津幡ジュニア 11 池内 颯希 V10

15 赤坂 晃虎 FFTAnanao 31 久郷 葵 津幡ジュニア 31 筆谷 純士 津幡ジュニア 31 神尾 勘太 加賀ジュニアテニスクラブ 12 中村 巧史朗V10

16 中村 聡志 TEAMKIT 32 春木 由加 FFTA Nanao 32 笠井 拓久 金沢市テニス協会 32 下内 勇人 ウエストヒルズJT 13 伊東 太悠 大林TS

17 鳥井 直拓 川北ジュニアテニスクラブ 33 西田 梨香 ショットJr 33 加登 想空 TEAM. KIT 33 瓜 悠真 ウエストヒルズテニスクラブ 14 北嶋 将伍 北陸中学校

18 濱坂 陸希 津幡ジュニア 34 大沢 玲緒奈 team s.s.t.c 34 寺見 佳祐 V10 34 山本 光太朗 津幡ジュニア

35 大野 希実 TEAM KIT 35 中村 謙心 津幡ジュニア 35 渋谷 匡吾 ウェストヒルズ

36 炭 憂奈 ウエストヒルズTC 36 辻井 香伎 V10 36 小納谷 慶二 TEAM K I T

37 中森 千晴 Y'sjr 37 田中 惟久朗 ウエストヒルズＪＴ 37 表 蒼史 加賀Jr.

38 長坂 舞子 金沢テニス協会 38 藤原 由宇 小松ジュ二アＴC 38 馬場 貴大 三条ファミリーTC

39 南 星凪 志賀ジュニア 39 幸村 颯大 ロコモ－ションｊｒ

40 堀岡 咲友 TEAM KIT 40 高島 櫂里 津幡ジュニア

41 牛丸 優織華 ロコモ－ションｊｒ 41 石割 琥太郎 津幡ジュニア

42 幸村 彩永 ロコモ－ションｊｒ 42 中川 蒼琉 Z-Ⅱ

43 佐伯 來蘭 ロコモ－ションｊｒ 43 布村 旺志朗 大林TS

44 山田 楓乃 小杉ジュニア 44 武村 俊佑 ロコモ－ションｊｒ

45 前田 恵椛 FFTA Nanao 45 堀内 聡介 津幡ジュニア

46 柳原 大輝 下新川TA

47 銘形 恵人 津幡ジュニア

48 関口 遼 ウエストヒルズJT

U16女子

U16男子

U10女子

U10男子

U12女子 U12男子 U14女子 U14男子


