
1 井上 恵太 山本 洋子 BRUSH／BRUSH 1 堀田良明 富山 1 岩崎 真菜 津幡ジュニア 1 角戸 奏介 ウエストヒルズJT 1 伊山 菜実 Y's ジュニア 1 ラム 海 SUMMIT 1 井波 梅 ショットＪr 1 角谷 亮 GETT
2 梶野 正倫 道下 さつき T-collective／T-collective 2 北　信宏 富山 2 宮下 壱那 Papillon 2 角谷 尚翔 GETT 2 岡部 結衣 ウエストヒルズJT 2 河合 悠真 津幡ジュニア 2 磯田 実来 team s.s.t.c 2 久保田 創大 ATS
3 滑田 詔太 南 和江 COMPLEX／COMPLEX 3 笹島　湧希 富山 3 山本 真歩 津幡ジュニア 3 吉澤 颯人 GETT 3 河端 美那 ウエストヒルズJT 3 角谷 宙希 GETT 3 釜谷 美咲希 センティア 3 高出 晴日 津幡ジュニア
4 干場 浩幸 前田 綾野 パプリカ／プライオリティー 4 嵐　秀一 石川 4 山﨑 穂実 津幡ジュニア 4 宮本 麟太郎 TEAM KIT 4 河之形 藍里 山中ジュニア 4 吉村 煌成 川北Jrテニスクラブ 4 岩倉 李旺 小松ジュニアTC 4 三原 煌大 CLUE
5 岩瀬 大祐 柿本 理佐 宮口工業／ラ・ソーユ 5 石田　清範 石川 5 小林 紗雪 津幡ジュニア 5 高森 瑛大 ショットjr 5 我戸 美玲 山中ジュニア 5 吉田 朝陽 V10 5 橋本 恋梅 川北Jrテニスクラブ 5 山崎 壮大 V10
6 喜多 展也 四辻 奈津子 A-five／オニギリキング 6 清水　大葵 石川 6 石橋 和佳 川北ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6 三浦 遥太 金沢市TA 6 丸田 芽生莉 金沢市TA 6 吉田 朋矢 小松ジュニアＴＣ 6 橋本 麻央 Papillon 6 松下 大斗 津幡ジュニア
7 宮坂 哲雄 笠間 眞理 鶴来TA／金沢市TA 7 飯田　康宏 石川 7 浅黄 陽咲 津幡ジュニア 7 松原 旺大 TEAM KIT 7 岩倉 芙実 小松ジュニアTC 7 金尾 正順 津幡ジュニア 7 玉野 結菜 高岡中学校 7 神佐 惇 V10
8 寺越 和志 寺越 和美 内灘TA／内灘TA 8 矢原 瑛礼亜 TEAM KIT 8 諏訪 隼士 ウエストヒルズ 8 吉田 奈央 GETT 8 金尾 正蔵 津幡ジュニア 8 高森 未来 ショットjr 8 神尾 勘太 加賀ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
9 出村 正宏 長田 優子 T-collective／ハートフォルト 9 濱本 智咲花 小松ジュニアTC 9 西谷 和起 TEAM KIT 9 宮下 茉桜 TEAMKIT 9 幸田 蓮大 志賀ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 9 坂本 真緒 山中ジュニア 9 石井 瑛士 ウエストヒルズJT

10 小木曾 正隆 永井 優美 インパルスTC／TC Glanz 10 西田 匡徳 ショットJr. 10 古屋 虹花 TEAM KIT 10 高村 秋徳 小松ジュニアTC 10 四津 和奏 team SSTC 10 川西 由人 summit
11 小林 侑司 的場 碧 笠間TC／スターチス 11 石藏 晴 Papillon 11 工藤 珠音 志賀ジュニア 11 山村 未来 金沢市TA 11 上山 蒼生 山中ジュニア 11 前田 優 津幡ジュニア
12 松島 光翼 宮田 真澄 Yuzen／野々市市TA 12 前田 悟 津幡ジュニア 12 高橋 美来 TRG 12 寺譯 楓斗 ウエストヒルズJT 12 新保 柑菜 ショットjr 12 中山 皓幹 Y’s Jr
13 上田 浩司 上田 由紀 津幡町協会／津幡町協会 13 大坂 晄也 小松ジュニアTC 13 高田 留菜 KIT 13 柴田 零士 金沢市TA 13 水内 佑香 ショットJr. 13 中山 智裕 津幡ジュニア
14 石坂 宏之 田中 侑希 野々市市TA／野々市市TA 14 中山 立稀 SUMMIT 14 今井 理子 ウエストヒルズJT 14 真田 史恩 SUMMIT 14 正村 愛音 川北Jr.テニスクラブ 14 中川 蒼琉 Z-II
15 多幡 明則 関 葉子 BRUSH／BRUSH 15 中森 伊吹 ショットjr 15 山崎 結衣 Ｖ１０ 15 水島 希 金沢市TA 15 染谷 紗花 Y'sJr 15 中村 謙心 津幡ジュニア
16 太田 利明 本田 毬奈 ハートフォルト／ハートフォルト 16 中村 環佑 津幡ジュニア 16 春木 由加 PAPILLON 16 杉田 冨志郎 小松ジュニアＴC 16 前田 梓菜 ATS 16 直喜 慶也  Y's Jr.
17 大西 保 大西 由里江 中能登町テニス協会／中能登町テニス協会 17 中野 新太 ショットJr. 17 小坂 音羽 小松ジュニアTC 17 赤坂 晃虎 CLUE 17 村中 菫 team s.s.t.c 17 辻本 悠嗣 GETT
18 大島 一洋 高野 希美子 HSE／パプリカ 18 渡辺 悠斗 なし 18 小谷 和暖 内灘ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 18 浅黄 太良 津幡ジュニア 18 大澤 玲緒奈 team s.s.t.c 18 田上 櫂斗 GETT
19 池村 大輔 直江 千景 COMPLEX／COMPLEX 19 藤江 理智 津幡ジュニア 19 小池 真咲 Wish テニスクラブ 19 前中 良介 金沢市TA 19 中森 千晴 Y'sjr 19 板坂 翼 津幡ジュニア
20 田島 浩二 大井 貴久美 ミズノマシナリーTC／ミズノマシナリーTC 20 洞庭 瑛人 津幡ジュニア 20 上野 紗希 GETT 20 村上 翔 GETT 20 長谷川 紬 Team KIT 20 表 蒼史 加賀ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
21 島岡 秀司 竹村 菜穂美 BRUSH／BRUSH 21 尾蔵 樹吹 津幡ジュニア 21 新保 茜 ショットjr 21 谷 律輝 金沢市TA 21 南 珠愛 SUMMIT 21 平野 良真 ウエストヒルズJT
22 日下部 健悟 日下部 友貴 COMPLEX／COMPLEX 22 北村 堅佑 TEAM KIT 22 水内 柚月 ショットJr. 22 竹内 聡 TEAM KIT 22 福井 麗依 Z-Ⅱ 22 木村 駈 Y'sJr
23 板坂 淳司 亀田 智絵子 津幡テニス協会／津幡テニス協会 23 堀田 創介 センティア 23 清水端 碧乃 津幡ジュニア 23 中 俊太朗 ショットJr 23 末田 奈都 ウエストヒルズJT 23 野原 惇央 津幡Jr
24 平加 康祐 平加 千夏 白山市TA／ハートフォルト 24 梨田 修平 津幡ジュニア 24 生駒 琉茄 TEAM KIT 24 中山 瑛斗 SUMMIT 24 林 愛友奈 小松ジュニアＴＣ 24 立見 生吹 GETT
25 林 昌明 角 真理子 ミズノマシナリーTC／ミズノマシナリーTC 25 濱坂 陸希 津幡ジュニア 25 前田 紗知 津幡ジュニア 25 中川 詠斗 SUMMIT 25 濱崎 ちはる 津幡ジュニア 25 髙島 昊雅 北鳴中学校
26 濱中 光雄 吉田 友美子 野々市市TA／野々市市TA 26 竹谷 萌花 津幡ジュニア 26 中村 聡志 TEAMKIT 26 齋藤 彩乃 A T S 26 小波 久斗 CLUE

27 中森 琶菜 ATS 27 鳥井 直拓 川北Jrテニスクラブ 27 小波 うた CLUE
28 藤田 乃衣 津幡ジュニア 28 鳥井 篤拓 川北Jrテニスクラブ
29 南 星凪 志賀ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 29 奈良 洋之進 SUMMIT 
30 福井 璃奈 ZーⅡ 30 南 璃空 川北Jrテニス協会
31 平野 真央 ウエストヒルズJT 31 尾山 晏理 SUMMIT
32 本谷 望歩 志賀ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 32 堀内 聡介 津幡ジュニア
33 林 恵凜奈 小松ジュニアTC 33 矢原 青空 TEAM KIT

34 髙島 礼雅 金沢市TA

エントリーリスト （2021/04/24現在）
U12男子 U14女子 U14男子MIX 車いす U10女子 U10男子 U12女子


