
IMG Discovery　open

3月21日

12歳以下男子

名前 所属

1 佐藤 陸皇 m&m JTA 

2 加藤 駿哉 m&m JTA 

3 古澤 智久 m＆m

4 宮原 樹 m&m JTA

5 田中 悠翔 ファミリーITS

6 西澤 幸村 フリー

7 大木 陽斗 m&m JTA 

8 嶌田 櫂斗 MAT Tennis Academy

9 新井 健太 MAT Tennis Academy

10 古田 龍之介 STT

11 西塔 敬祐 すがの台テニスクラブ

12 新村 快心 大林TS

13 戸根川 拓磨 ｍ＆ｍJTA

14 布村 旺志朗 大林TS

15 栗田 拓実 teamHERO

16 古澤 智久 ｍ＆ｍJTA

17 音喜多 秀康 駒ヶ根テニスカレッジ

18 五十嵐 佑羽 スポーツガーデン新潟

19 西尾 湊太郎 KTC

20 永井 飛駕 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

21 白井 佑樹 JSSジャンボITS

22 内山 蓮 さくらテニスガーデン

23 野村 俊昂 m&m JTA 

24 赤沼 逢兜 m&m JTA 



12歳以下女子

名前 所属

1 中嶋 千紘 ｍ&ｍJTA

2 関 心花 m&mJTA

3 宮澤 福奈 m＆mJTA

4 山田 涼楓 荒神山TS

5 石田 貴恵 ファーストＴＡ

6 小池 夏美 諏訪湖の森TC

7 小柴 結衣 長岡北部ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

8 西尾 和奏成 KTC

9 矢島 爽香 フリー

10 黒岩 愛右 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ



14歳以下男子

名前 所属

1 丸田 翼 m＆m JTA

2 加藤 雄志 m&m JTA 

3 朝日 亮佑 上越グリーン

4 馬場　 貴大 三条ファミリーTC

5 吉川 太智 ファーストTA

6 宮澤 啓介 m＆m JTA

7 塩川 智生 m&m JTA 

8 田中 絢翔 ファミリーITS

9 北林 由伊 NTA

10 河中 葉滝 北陸中学校

11 中山 智裕 津幡ジュニア

12 山田 航大 荒神山TS

13 松浦 丈 team HERO

14 野尻 悠斗 上越グリーンITS

15 野々山 仁 津幡ジュニア

16 水澤 康生 上越グリーンITS

17 牧野 凜之介 m&m JTA 

18 松根 拓希 津幡ジュニア

19 清水端 海音 津幡ジュニア

20 伊藤 唯 YeLL

21 鈴木 遙 MAT Tennis Academy

22 渡辺 翔太 津幡ジュニア

23 春日 大彦 KTC

24 笹森 大貴 KTC

25 加藤 大暉 T &S新発田ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ

26 犬山 晴渡 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

27 山崎 嘉太郎 さくらテニスガーデン



14歳以下女子

名前 所属

1 越 彩心 m&mJTA

2 渡邉 希颯 三条ﾌｧﾐﾘｰTC

3 片塩 和奏 m&m JTA

4 上野 依咲 m&m JTA 

5 伊藤 迦音 イラコテニスカレッジ軽井沢

6 石田 環 ファーストＴＡ

7 丸山 唯 荒神山TS

8 戸枝 未結 KTC

9 吉澤 心咲 KTC

10 下沢 唯夏 KTC

11 滝沢 雛音 m&m JTA 

12  岡本 あずさ ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

13 畠 さゆり T&S新発田ITS



16歳以下男子

名前 所属

1 岩下 健人 m＆m JTA

2 小田原 恵吾 荒神山テニススクール

3 山田 凱斗 荒神山TS

4 古田 俊太郎 STT

5 桶谷 奎太 MAT tennis Academy

6 篭田 稜久 STT

7 牧野 龍之介 m＆m JTA

8 山田 麗生 駒ヶ根テニスカレッジ

9 岡 紀良 すがの台TC

10 松田 大地 J S SジャンボI T S

11 山田 旺典 YeLL

12 五十嵐 煌 YeLL

13 喜多 功 ｍ＆ｍ　JTA

14 加藤 駿一 T &S新発田ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ

15 鈴木 陽太 ｴｰﾙｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ



16歳以下女子

名前 所属

1 飯沼 有美 荒神山テニススクール

2 宮澤 佑月 m＆mJTA

3 中澤 夏葵 m&mJTA

4 横田 和 ファーストテニスアカデミー

5 前田 星佳 津幡ジュニア

6 佐藤 奏 ｍ＆ｍJTA

7 林 唯月 ﾔｽﾏｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

8 塩野崎 柊花 ｍ＆ｍJTA

9 小柴 美波 長岡北部ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

10 田畑 佳代 ＳＴＴ

11 松崎 倫恵 KTC

12 町田 莉良 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ


