
（事前確認用）

この名簿は本大会に参加申込みされた人の申込者名簿です。
申込みをされた人で記載されていない人、記載に誤りがある人等は出来るだけ早く事務局までご連絡下さい。
　　連絡先　；　船橋市テニス協会/小学生テニス大会事務局　金森宛　（連絡期限　；　１０月２２日(火））

　ＴＥＬ＆ＦＡＸ ： 047-467-9977 　 メールアドレス ： tenikin2010@yahoo.co.jp

低学年（２～４年生）　３０名 高学年（５・６年生）　２６名
令和元年１０月１５日

1 村沢 真実 むらさわ まみ 海神南 1 石井 秀磨 いしい しゅうま 小栗原
2 宇山 翔太 うやま しょうた 法典西

1 阿部 匠真 あべ たくま 二宮 3 喜田 優音 きだ ゆうと 海神南
2 伊藤 秀真 いとう しゅうま 高郷 4 林 晃太朗 はやし こうたろう 西海神
3 蟹澤 匡史 かにさわ まさふみ 海神南 5 武藤 巧望 むとう たくみ 葛飾
4 松田 悠希 まつだ ゆうき 若松 6 村沢 優樹 むらさわ ゆうき 海神南
5 山中 椋介 やまなか りょうすけ 八栄 7 矢野 智也 やの ともや 習志野台第二
6 井手 葉澄 いで はずみ 坪井 8 稲見 美咲 いなみ みさき 坪井
7 齊藤 心波 さいとう こなみ 二宮 9 早川 日菜 はやかわ ひな 高郷
8 佐々木 萌百果 ささき ももか 金杉台 10 山田 夏奈未 やまだ ななみ 八栄
9 田中 桃子 たなか ももこ 坪井

1 秋山 駿 あきやま しゅん 坪井 1 有薗 勇太 ありぞの ゆうた 若松
2 浅野 太陽 あさの たいよう 法典東 2 飯島 悠斗 いいじま ゆうと 八木が谷北
3 阿部 遥真 あべ はるま 習志野台第一 3 伊藤 康介 いとう こうすけ 三咲
4 網倉 大生 あみくら たいき 二宮 4 甲斐 直孝 かい なおたか 宮本
5 荒木 柾人 あらき まさと 法典西 5 鎌田 涼央 かまた りょう 七林
6 大石 蒼人 おおいし あおと 塚田 6 斉藤 慶煌 さいとう よしき 坪井
7 大川 浩輝 おおかわ こうき 葛飾 7 坂本 浩基 さかもと こうき 中野木
8 小西 朝陽 こにし あさひ 宮本 8 関口 広樹 せきぐち ひろき 中野木
9 田代 楓大 たしろ 法典 9 多賀谷 遥翔 たがや はると 海神
10 田中 力 たなか りき 小栗原 10 永井 悠幹 ながい ゆうき 若松小
11 中村 公洋 なかむら こうよう 塚田 11 林 勇翔 はやし ゆうと 坪井
12 松岡 亮太朗 まつおか りょうたろう 葛飾 12 武藤 遥希 むとう はるき 葛飾
13 道田 彩斗 みちだ あやと 習志野台第二 13 池﨑 柚月 いけざき ゆずき 中野木
14 相馬 野乃子 そうま ののこ 坪井 14 荻原 彩来 おぎはら さら 法典西
15 田村 玲奈 たむら れな 夏見台 15 齊藤 心海 さいとう ここみ 二宮
16 辻 晴夏 つじ はるか 薬園台南 16 中村 紗希 なかむら さき 坪井
17 永田 セイラ ながた せいら 湊町
18 間 海空 はざま みそら 二宮
19 福田 海音 ふくだ かのん 習志野台第二
20 深山 伶 みやま れい 薬円台南
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