
106 津田　敦輝 (アスルクラロ沼津)

108 沼本　千知 (リックス静岡TC)

109 横山　晴士 (あおやま庭球塾)

94 杉本　賢悟 (TAS)

100 堀　　巧人 (ウンノST)

104 池田　楽來 (ウンノST)

86 吉田　圭佑 (クボタテニス)

90 横澤　颯哉 (クボタテニス)

93 小川　　樹 (静清GTC)

71 大瀧　廣人 (高瀬TC)

75 柴田　悠空 (ビボーンTC)

85 小松　佑貴 (コスモスTC)

61 蛭間　大和 (清水LTC)

64 杉山　瑛崇 (富士ｻﾝﾗｲｽﾞTC)

69 有馬　匠海 (リックス静岡TC)

43 山内　遥翔 (アスルクラロ沼津)

54 澤　　直輝 (アスルクラロ沼津)

38 庄司　圭佑 (静清GTC)

58 杉山　　凜 (あおやま庭球塾)

27 柴田　倖成 (藤枝New青葉TC)

33 則武　　駿 (竜南TC)

19 請川　依真 (千代TC)

24 高村　圭吾 (S's familyTC)

25 池田　大悟 (TAS)

11 大川　虹祐 (アスルクラロ沼津)

12 仲田　叶翔 (藤枝New青葉TC)

18 齋藤　陽希 (本日庭球日)

12歳以下男子

2 長谷川駿人 (アイTC)

6 高橋　大地 (さくらTC)

62 岩澤　瑞月 (アスルクラロ沼津)

64 鈴木　瑚々 (藤枝New青葉TC)

48 山本　愛結 (ウンノST)

52 小林　優奈 (TAS)

53 石田　優月 (ワタナベTC)

39 遠藤　千尋

21 赤坂　千聡 (S's familyTC)

24 山口ゆいり (アスルクラロ沼津)

29 徳澄　小春 (ウンノST)

(TAS)

40 前田　愛麗 (アスルクラロ沼津)

44 池野真奈美 (グリーンヒルTC)

32 山口　　凛 (グリーンヒルTC)

35 石田　　渚 (ウンノST)

14歳以下女子

15 岡田　和夏 (グリーンヒルTC)

16 柴山　祈梨 (ウンノST)

19 加藤　美幸 (藤枝New青葉TC)

37 森下　真凛 (コスモスTC)

75 長谷川友祐 (グリーンポートTC)

96 土切　彬矢 (S's familyTC)

14歳以下男子

41 池上侃太朗 (クボタテニス)

48 狭間　翔太 (清水LTC)

65 狭間　駿太 (清水LTC)

21 太田　　睦 (静清GTC)

28 西田　　裕 (佐鳴台LTC)

31 杉本　正悟

28 山本　一太 (静岡サレジオ中高)

51

(TAS)

9 鈴木　太樹 (藤枝New青葉TC)

12 三田村蒼太 (ウンノST)

16 進藤　直柔 (S's familyTC)

8 大石　幸奈 (清水LTC)

16歳以下男子

10 竹田　琉楽 (静岡サレジオ中高)

4 杉本康太郎 (清水LTC)

19 鬼頭　　実 (リックス静岡TC)

14 塩川　　令 (静岡サレジオ中高)

岡田　清照 (静岡サレジオ中高)

46 小松　祐月 (ウンノST)

57 牧野　航汰 (千代TC)

52 矢澤　怜和 (グリーンポートTC)

40 青島　巧季 (静岡サレジオ中高)

69 池田　裕紀 (静岡サレジオ中高)

63 青木　康輔 (静岡サレジオ中高)

75 海野　智敬 (ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC)

73 柳沢　憲伸 (クボタテニス)

79 後藤　波音 (清水LTC)

2 池田　竣哉 (富士ｻﾝﾗｲｽﾞTC)

6 竹澤　衛亮 (クボタテニス)

3 遠又安里紗 (藤枝New青葉TC)

24 浅沼英莉奈 (藤枝New青葉TC)

藤代　愛紗 (アスルクラロ沼津)27

16歳以下女子

小山　琉奈 (ウンノST)19

12歳以下女子

2 石上　蓮栞 (ウンノST)

6 佐藤　　蒼 (リックス静岡TC)

17 佐野　来実 (TAS)

19 石塚　苺花 (本日庭球日)

22 杉本優希菜 (藤枝New青葉TC)

26 山本　奈央 (ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC)

34 内野　結月 (千代TC)

41 杉浦　愛海 (OharaTC)

43 石塚　梨花 (本日庭球日)

53 山本　有紗 (ウンノST)

58 渡辺　柚葉 (あおやま庭球塾)

48 渡邉　瑠香 (富士ｻﾝﾗｲｽﾞTC)

52 竹下　采佑 (竜南TC)

18歳以下男女は参加希望者数が少なかった為不成立と致します。尚、他種目は人数が多い為、一部日程が変更となりましたのでお間違えのないよう必ずご確認

ください。

2/20 有度山

12:00～

2/21 西ヶ谷

9:00～

2/21 西ヶ谷

9:00～

2/21 西ヶ谷

11:00～

2/21 西ヶ谷

11:00～

2/21 西ヶ谷

12:00～


