
２０１７　中津ジュニア冬休み大会

エントリーリスト

１２月２５日（月）

女子 シングルス

1 宇佐美　愛 （多北１）

2 鹿鳥　歩乃香 （多北２）

3 伊藤　千紘 （多北３）

4 松本　祐菜 （麗澤）

男子 ダブルス

1 松田　日向・溝口　裕生 （恵那農１）

2 松永　悠樹・長谷川　巧 （恵那農２）

3 村田　樹・林　郁也 （アクトス）

4 武藤　匠海・田原　誠 （帝京１）

5 小嶋　健士郎・澤　一輝 （帝京２）

6 坂本　大空・高木　悠紀 （帝京３）

7 山田　将輝・松本　侑弥 （帝京４）

8 渡邊　泰己・小川　大樹 （帝京５）

9 福田　塊斗・宮本　純汰 （中工１）

10 鈴木　拓海・荻野　有記 （中工２）

11 小畑　未来・原　優輝 （中工３）

12 渡辺　翔也・長谷川　裕人 （中工４）

13 鷲見　康太・中瀬　拓海 （中工５）

14 伊藤　慎也・原　大翔 （中工６）

１２月２６日（火）

　 男子 シングルス

1 伊佐治　浩介 （多北１）

2 中島　慶 （多北２）

3 小嶋　怜理 （多北３）

4 日置　優賀 （多北４）

ページ 1/4



5 大野　永遠 （多北５）

6 水野　蒼太 （多北６）

7 松田　日向 （恵那農１）

8 松永　悠樹 （恵那農２）

9 長谷川　巧 （恵那農３）

10 北村　優樹 （恵那農４）

11 森井　佑弥 （恵那農５）

12 二村　悠斗 （恵那農６）

13 山城　海渡 （恵那農７）

14 横江　巽 （恵那農８）

15 田口　誠也 （恵那農９）

16 佐々木　大我 （恵那農１０）

17 末松　樹尚 （中津１）

18 今井　祐輝 （中津２）

19 髙木　裕太 （中津３）

20 市之瀬　虹人 （中津４）

21 水野　裕太 （中津５）

22 吉村　柾人 （中津６）

23 髙木　勝夢 （中津７）

24 安田　隆之佑 （中津８）

25 森井　亮輔 （中津９）

26 安田　航輔 （中津１０）

27 伊藤　月架 （中津１１）

28 長瀬　悠 （中津１２）

29 武田　淳希 （熱田）

30 鈴木　絋毅 （紅陵１）

31 松田　凌介 （紅陵２）

32 大野　佑樹 （紅陵３）

33 高橋　昌也 （紅陵４）

34 川原　廣己 （紅陵５）

35 今井　佑 （恵那１）

36 加藤　創一 （恵那２）

37 纐纈　大幾 （恵那３）

38 永渕　真比呂 （恵那４）

39 高橋　良輔 （恵那５）

40 田澤　周平 （恵那６）

41 米住　知晋 （恵那７）
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42 加納　涼雅 （恵那８）

43 加藤　優紀 （恵那９）

44 澤野　航希 （恵那１０）

45 伊藤　悠真 （恵那１１）

46 武藤　匠海 （帝京１）

47 坂本　大空 （帝京２）

48 前田　晃希 （帝京３）

49 田原　誠 （帝京４）

50 高木　悠紀 （帝京５）

51 大野　祥太郎 （帝京６）

52 山田　将輝 （帝京７）

53 松本　侑弥 （帝京８）

54 渡邊　泰己 （帝京９）

55 小川　大樹 （帝京１０）

56 宮本　純汰 （中工１）

57 福田　塊斗 （中工２）

58 渡辺　翔也 （中工３）

59 荻野　有記 （中工４）

60 鈴木　拓海 （中工５）

61 小畑　未来 （中工６）

62 原　優輝 （中工７）

63 長谷川　裕人 （中工８）

64 鷲見　康太 （中工９）

65 伊藤　慎也 （中工１０）

66 中瀬　拓海 （中工１１）

67 原　大翔 （中工１２）

68 松岡  岬 （フリー）

69 加藤 颯人 （多治見１）

70 大島 佑介 （多治見２）

71 土本 翔太 （多治見３）

72 目黒 佳祐 （多治見４）

73 栗原 龍一 （多治見５）

74 岩田 侑樹 （多治見６）

75 安藤 光汰 （多治見７）

76 水野 巧巳 （多治見８）

77 白石 竜也 （多治見９）

78 山口 航平 （多治見１０）
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79 松田 大輝 （多治見１１）

80 田牧 匠平 （多治見１２）

81 影山 大貴 （多治見１３）

女子 ダブルス

1 市川　新菜・安江　一遥 （恵那１）

2 曽我　柚妃・齋藤　来春 （恵那２）

3 森川　和那・伊藤　優里 （恵那３）

4 水野　果穂・寺澤　楓 （恵那４）

5 渡会　りお・和田　結佳 （恵那５）

6 森　春香・大蝶　美友 （中津１）

7 中島　明音・池内　菜々子 （中津２）

8 伊澤　亜希・糸魚川　茉心 （中津３）

9 市岡　琴音・安藤　彩香 （中津４）

10 磯部　美穂・奥田　真代 （中津５）

11 パスクアアイカ・加藤えり （紅陵１）

12 澤田実希・曽根千晴 （紅陵２）

13 松本　祐菜・籠橋　万知 （麗澤１）

14 岡野　蓮美・高木　美紀 （麗澤２）

15 田牧 由衣・鈴木 梨紗 （多治見）
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