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堤 郁哉 ドリームＴＡ 中３

楠　雅斗 ドリームＴＡ 中２

古川 岳 浜松西高中等部 中２ 61

真島　友希 浜松西高中等部 中２

松井　綾香 浜松西高中等部 中３ 64

鈴木　藍 浜松西高中等部 中２

61 戸塚　結香 浜松日体中 中３ 64

前嶋　仁美 浜松日体中 中３

若山 朝香 浜松西高中等部 中２ 63

和久田　明里 浜松西高中等部 中２

61 田辺 寛晃 浜松インドア 小６ 61

沓掛　康大 浜松インドア 小６

杉本　修一 浜松日体中 中３ 62

山本　裕紀 浜松日体中 中３

62 宮本 和哉 浜松西高中等部 中２ 62

宮川　昂也 浜松西高中等部 中３

酒見 夏樹 ブレスガーデン 中３ 60

髙橋　明莉 ブレスガーデン 中２

長津　美咲 浜松日体中 中３ 60

平松　亜弓 浜松日体中 中３

64 渡辺　裕介 浜松西高中等部 中１ 60

樋口　龍之介 浜松西高中等部 中１

小嶋 健斗 萩丘ＴＣ 中２ 61

古橋　陸 萩丘ＴＣ 中２

62 北村　美樹 浜松西高中等部 中２ 63

飯尾　菜々子 浜松西高中等部 中２

櫻井 亮 浜松日体中 中３ 60

桑原　一平 浜松日体中 中３

田村 慎太朗 浜松西高中等部 中３

山本　理幾 浜松西高中等部 中３

大橋　由穂 浜松日体中 中２ 60

長谷　光咲 浜松日体中 中２

63 小杉　菜美加 浜松日体中 中２ 61

井手　真心 浜松日体中 中２

山村 歓和 浜松西高中等部 中２ 60

山本　純平 浜松西高中等部 中２

62 清水 愛澄 浜松西高中等部 中３ 64

朝田　真由音 浜松西高中等部 中２

綿本　隼也 浜松日体中 中２ 62

長田　良平 浜松日体中 中２

62

上村 拓巳 浜松日体中 中３

工藤　瑞輝 浜松日体中 中３

60 松下　瑞基 浜松西高中等部 中３ 64

村松　幸弥 浜松西高中等部 中３

岩田 竣 浜松グリーン 中３ 63

大澤　慶次郎 浜松グリーン 中３

61 提坂　斗哉 浜松日体中 中３ 61

斉藤　太郎 浜松日体中 中３

渥美 紗綾 浜松西高中等部 中３ 63

61 鈴木　野々香 浜松西高中等部 中３

松浦 大介 聖隷TS 中１ 61

久保田　紗菜 聖隷TS 中３

鈴木　南美 浜松西高中等部 中３ 63

名倉　千加 浜松西高中等部 中３

61

仁田脇 颯 ブレスガーデン 中２

馬場　匠海 ブレスガーデン 中２

堤　郁哉 ドリームＴＡ 中３

楠　雅斗 ドリームＴＡ 中２

上村　拓巳 浜松日体中 中３

工藤　瑞輝 浜松日体中 中３
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遠州小中学生　月例テニス大会　７月大会
男女合同ダブルス

≪ Ｈ２３．７/９（土） ： 亀崎テニスコート ≫

【中学生の部】≪コンソレーション≫


