
加藤　慶 小6 (袋井クラウン)

齊藤蒼士 小6 (袋井クラウン) 60

平間彗亜 小6 (佐鳴台ＬＴＣ)

石牧諒真 小6 (佐鳴台ＬＴＣ) 64

岡田直哉 小6 (マインドサン)

60 野口永遠 小6 (マインドサン) 62

宮本　亮 小5 (パルケSＣ)

鈴木健太 小5 (ブレスパティオＴＣ) 63

内山　愛琉 小5 (ＷｉｓｈＴＣ)

75 和田紘武 小6 (ＷｉｓｈＴＣ) 63

鈴木　遼 小5 (ブレスパティオＴＣ)

小林蒼大 小5 (ブレスパティオＴＣ) WO

藤原宗太郎 小6 (ＳＴＡＣ)

62 清水瑛太 小4 (ＳＴＡＣ) 60

萩原　楓 小6 (ブレスパティオＴＣ)

神谷　暁 小6 (ブレスガーデンＴＣ) 61

仁科　翼 小5 (袋井クラウン)

63 木下大地 小5 (袋井クラウン) 64

工藤誠之介 小6 (本日庭球日)

大庭嘉仁 小5 (本日庭球日) 64

牛田　漣 小6 (ＷｉｓｈＴＣ)

60 松浦　湊 小6 (ブレスガーデンＴＣ) 76

三坂啓人 小5 (ブレスパティオＴＣ)

永田俊輔 小5 (ブレスパティオＴＣ) 62

柴田悠空 小5 (ビボーンＴＣ)

増田陽友 小5 (袋井クラウン) 61

志知暖基 小6 (ＳＴＡＣ)

清水新太 小6 (ＳＴＡＣ)
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第74回浜松市スポーツ祭

2020年9月12日(土)
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≪コンソレーション≫

花川運動公園テニスコート

≪本戦≫

11番～20番コート
練習コート

≪全試合≫1ｾｯﾄﾏｯﾁ

2



宇野彰剛 中2 (ＷｉｓｈＴＣ)

春日　韻 中2 (ＳＴＡＣ) 62

山本星琉 中3 (マインドサン)

野口立樹 中2 (マインドサン) 64

60 磯谷真梛人 中2 (袋井クラウン) 63

太田捷翔 中2 (袋井クラウン)

藤枝優乃介 中3 (マインドサン)

山本海琉 中3 (マインドサン) 64

三坂悠真 中2 (ブレスパティオＴＣ)

64 白幡侑吾 中1 (ブレスパティオＴＣ) 62

河島賢太郎 中1 (ブレスパティオＴＣ)

山本悠生 中1 (ＷｉｓｈＴＣ) 61

山口瑛作 中2 (F.T.P.T.F)

61 佐藤瑞城 中1 (佐鳴台ＬＴＣ) 64

小島浩太 中2 (佐鳴台ＬＴＣ)

大場遥仁 中1 (東陽TS) 61

小木涼平 中2 (ＷｉｓｈＴＣ)

和田脩甫 中2 (ＷｉｓｈＴＣ)
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練習コート
11番～20番コート

8：00～8：45

1

≪全試合≫1ｾｯﾄﾏｯﾁ

1R　9：00　2R　9：30

≪本戦≫

×

2020年9月12日(土)

第74回浜松市スポーツ祭

≪コンソレーション≫ 男子2部　(中学生)

花川運動公園テニスコート



福田いまり 小5 (ＷｉｓｈＴＣ)

鈴木美波 小4 (ＷｉｓｈＴＣ) 61

古屋　葵 小5 (佐鳴台ＬＴＣ)

62 小澤琉菜 小5 (佐鳴台ＬＴＣ) 61

福山真望 小6 (ブレスガーデンＴＣ)

野荒芽衣 小5 (ブレスガーデンＴＣ) 62

伊藤陽和 小5 (ＷｉｓｈＴＣ)

63 小池真咲 小5 (ＷｉｓｈＴＣ) 63

太田乃愛 小6 (ＷｉｓｈＴＣ) 30

川合愛結 小3 (ＷｉｓｈＴＣ) RET

上村奈央 小5 (NWTC)

WO 鈴木心海 小5 (NWTC) 62

鈴木楓乃 小4 (ＷｉｓｈＴＣ)

太田柚七 小4 (ＷｉｓｈＴＣ) 62

橋本彩花 小5 (ＷｉｓｈＴＣ)

大塚咲弥 小5 (ＷｉｓｈＴＣ)

大井川鈴奈 中1 (ブレスパティオＴＣ)

山﨑美里亜 中3 (ブレスパティオＴＣ) 61

佐藤芹菜 中3 (初生クラブ)

鈴木来実 中3 (初生クラブ) 61

63 後藤築海 中1 (NWTC) 62

黒澤杏奈 中1 (ＳＴＡＣ)

中山由菜 中1 (袋井クラウン)

細川祐加 中1 (ブレスガーデンＴＣ) 60

藤松穂乃 中3 (NWTC)

伊藤あさひ 中2 (NWTC)

第74回浜松市スポーツ祭
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