
2017長野オープンジュニア（8月）エントリーリスト　（8/12）

　　　　　　　【小学1-4年生男子】 　　　　　　　【小学1-4年生女子】

1 戸根川　拓磨 ｍ＆ｍ　JTA 1 宮尾　瑠音 ｍ＆ｍ　JTA
2 佐藤　陸皇 ｍ＆ｍ　JTA 2 宮澤　福奈 ｍ＆ｍ　JTA
3 宮澤　結哉 ｍ＆ｍ　JTA 3 山田　涼楓 荒神山TS
4 斉藤　天馬 上田スポーツ少年団 4 高橋　そら ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
5 前川　翔柊 ファミリーITS 5 宮島　佳穂 上田スポーツ少年団
6 加瀬　喜一郎 ファミリーITS 6 関　心花 ｍ＆ｍ　JTA
7 遠藤　雅治 ｍ＆ｍ　JTA
8 新津　蓮太郎 ルーチェ
9 古澤　智久 ｍ＆ｍ　JTA

10 小林　佑二郎 才教学園
11 村田　悠 KTC
12 大越　楓真 エムスタイルテニスアカデミー
13 平林　優太郎 ｲﾗｺﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ軽井沢



　　　　　　　【小学5-6年生男子】 　　　　　　　【小学5-6年生女子】

1 中村　文哉 ｍ＆ｍ　JTA 1 水出　楓香 上田スポーツ少年団
2 山田　陵太 ｍ＆ｍ　JTA 2 中澤　夏葵 ｍ＆ｍ　JTA
3 牧野　凜之介 ｍ＆ｍ　JTA 3 横川　紗也 ｍ＆ｍ　JTA
4 塩川　智生 ｍ＆ｍ　JTA 4 小須田　琴音 ｍ＆ｍ　JTA
5 新井　暖人 ｍ＆ｍ　JTA 5 滝沢　雛音 ｍ＆ｍ　JTA
6 宮澤　啓介 ｍ＆ｍ　JTA 6 斉藤　夏音 上田スポーツ少年団
7 林　拓磨 ｍ＆ｍ　JTA 7 町田　莉良 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
8 坪谷　皓生 ファミリーITS 8 丸山　唯 荒神山TC
9 津金　竜之輔 南牧北小学校 9 飯沼　有美 荒神山TC

10 髙尾　尚義 Yell 10 越　彩心 ｍ＆ｍ　JTA
11 岡　紀良 すがの台TC 11 渡辺　希颯 三条ファミリーTC
12 大塚　隼人 新潟ジャンボITS 12 田畑　佳代 STT
13 小川　知輝 ｍ＆ｍ　JTA 13 三村　梨桜 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
14 山田　航大 荒神山TS 14 毛利　夏子 ｲﾗｺﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ軽井沢
15 竹内　輝樹 すがの台TC 15 佐々木　空 ｍ＆ｍ　JTA
16 馬場　貴大 三条ファミリーTC 16 関口　蒔琉 ｍ＆ｍ　JTA
17 関口　駈 上田清明小学校
18 横澤　駿輝 team HERO
19 喜多　功 上田スポーツ少年団
20 北林　由伊 NTA
21 中村　公亮 三郷小学校
22 義家　充樹 team HERO
23 保坂　航平 ｍ＆ｍ　JTA
24 小林　遼真 ｍ＆ｍ　JTA
25 宮島　速斗 三郷小学校
26 犬山　晴渡 エムスタイル
27 宮島　祐希 上田スポーツ少年団
28 荒木　海誠 イラコテニスカレッジ軽井沢
29 山下　光羽 ｍ＆ｍ　JTA



　　　　　　　【中学生男子】 　　　　　　　【中学生女子】

1 田中　幹大 ｍ＆ｍ　JTA 1 小山　采夢 ｍ＆ｍ　JTA
2 原　佑弥 下条中学校 2 渡辺　優夢 ｍ＆ｍ　JTA
3 松下　暖大 下条中学校 3 宮澤　佑月 ｍ＆ｍ　JTA
4 清水　裕二郎 下条中学校 4 諏訪戸　南美 ｍ＆ｍ　JTA
5 金子　哲平 ｍ＆ｍ　JTA 5 七浦　佑佳 ウエストヒルズJT
6 内田　瑛二 ｍ＆ｍ　JTA 6 田村　珠理 屋代高校付属中学校
7 佐藤　碧空 ｍ＆ｍ　JTA 7 市橋　奈々佳 ファミリーITS
8 唐澤　圭右 ｍ＆ｍ　JTA 8 坂井　里朱 ファミリーITS
9 依田　彪雅 ｍ＆ｍ　JTA 9 塩野崎　柊花 ｍ＆ｍ　JTA

10 牧野　龍之介 ｍ＆ｍ　JTA 10 宮澤　雅子 ｍ＆ｍ　JTA
11 宮澤　颯努 ｍ＆ｍ　JTA 11 松本　望愛 ｍ＆ｍ　JTA
12 本村　一樹 ｍ＆ｍ　JTA 12 小林　心優 マリンブルーTS
13 大沢　一貴 ｍ＆ｍ　JTA 13 中山　祐加 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
14 中澤　隼 ｍ＆ｍ　JTA 14 半沢　優羽 team HERO
15 宮入　浩勇 ｍ＆ｍ　JTA 15 永沢　星夏 ｍ＆ｍ　JTA
16 平林　佑樹 屋代高校付属中学校
17 栁　祐太 ファミリーITS
18 今井　朱杜 ファミリーITS
19 前川　瑞稀 ファミリーITS
20 黒川　准々 三条ファミリーTC
21 髙尾　宗義 Yell
22 小林　大起 ｍ＆ｍ　JTA
23 清水　智矢 浅間中学校
24 山田　凱斗 荒神山TS
25 小林　龍之介 KTC
26 保科　真 ｍ＆ｍ　JTA
27 村松　勇希 team HERO
28 高相　光輝 ｍ＆ｍ　JTA
29 越　愛叶 ｍ＆ｍ　JTA
30 石川　拓武 アプリコTC
31 半沢　隼 team HERO
32 河上　健祥 信大附属長野中学校
33 加藤　風雅 ｍ＆ｍ　JTA
34 丸山　聖司 ｍ＆ｍ　JTA
35 箱山　颯大 屋代高校付属中学校
36 臼井　捺 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
37 中山　一渓 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
38 犬飼　拓真 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
39 三澤　宥甫 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
40 上條　麒之介 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
41 大野　蒼真 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
42 前所　武龍 ｍ＆ｍ　JTA
43 毛利　天馬 ｲﾗｺﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ軽井沢
44 梶田　匡希 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
45 山口　時和 ｍ＆ｍ　JTA
46 渡辺　泰成 ｍ＆ｍ　JTA
47 菅原　優斗 屋代高校付属中学校
48 関　温人 屋代高校付属中学校
49 菊池　恵人 ｍ＆ｍ　JTA


