
一般応募受付名簿 H29.10.10確定 選抜ジュニア名簿

氏　　名 フリガナ 学年 住所 氏　　名 所　　属 学年 21日 22日

1 永井　瞭太 ナガイ　リョウタ 中2 長岡市 1 斎藤　翔太 ファミリーITS 中2 ○ ○

2 武藤　太一 ムトウ　タイチ 中2 長岡市 2 柳澤　勇翔 柿崎テニスクラブ 中2 × ○

3 野川　太陽 ノガワ　タイヨウ 中1 長岡市 3 信田　　航 新潟ジャンボITS 中1 ○ ○

4 金子　善暉 カネコ　ヨシキ 中2 長岡市 4 加藤　駿一 T&S新発田ITS 中1 ○ ○

5 関谷　史温 セキヤ　シオン 中2 長岡市 5 齋藤　葵平 新潟ジャンボITS 小6 ○ ○

6 磨田　和徳 トギタ　カズノリ 中2 長岡市 6 水澤　康生 上越グリーンITS 小6 ○ ○

7 林　　創大 ハヤシ　ソウタ 中2 長岡市 7 植木　浬玖 上越グリーンITS 小6 ○ ○

8 荒川　太志 アラカワ　タイシ 中2 長岡市 8 横堀陽太郎 新潟ジャンボITS 小4 ○ ○

9 佐藤　嘉斗 サトウ　ヨシト 中1 長岡市 9 近藤　敦斗 長岡蒼柴SCTA 中2 ○ ○

10 前川　瑞稀 マエカワ　ミズキ 中1 新潟市 10 安原　信行 長岡市TAJｒ教室 中2 ○ ○

11 渡部　蒼司 ワタナベ　アオシ 中1 長岡市 11 石川　和奏 長岡北部Jr 中2 ○ ○

12 永井　聡真 ナガイ　ソウマ 小6 長岡市 12 渡邉　菜央 マリンブルーTS  中2 ○ ○

13 山賀　開登 ヤマガ　カイト 小6 新潟市 13 勝見　佳加 ファミリーITS  中2 × ○

14 野川　　宙 ノガワ　ヒロ 小6 長岡市 14 小林　心優 マリンブルーTS  中1 ○ ○

15 星野　蒼汰 ホシノ　ソウタ 小6 長岡市 15 小柴　美波 長岡北部Jr  小6 ○ ○

16 田部谷祐人 タベヤ　ユウト 小6 長岡市 16 畠　さゆり T&S新発田ITS  小5 ○ ○

17 陶山萌奈美 スヤマ　モナミ 小6 長岡市 17 三吉　未優 T&S新発田ITS  小6 ○ ○

18 小柳　隼一 コヤナギ　シュンイチ 小6 新潟市 18 中村　由良 柿崎テニスクラブ  小6 ○ ○

19 松田　大地 マツダ　ダイチ 小6 新潟市 19 大関　優和 長岡市TAJｒ教室 中1 ○ ○

20 藤塚　有生 フジツカ　ユウキ 小6 新潟市 20 安達　巴奈 長岡市TAJｒ教室 中2 ○ ○

21 高階　成央 タカガイ　ナオ 小5 長岡市

22 伊藤　　唯 イトウ　ユイ 小5 新潟市

23 小倉　　大 オグラ　ヒロ 小5 新潟市

24 岩崎日々輝 イワサキ　ヒビキ 小5 新潟市

25 石原　陽朗 イシハラ　ヒロ 小5 長岡市 講　師：内山　勝先生（SSC）

26 栗原　　諒 クリハラ　リョウ 小5 新潟市 　　　　ロドリゴ　ヘルナンデス先生（SSC)

27 瀬戸　敬太 セト　ケイタ 小5 新潟市 アシスタントコーチ：長岡市テニス協会

28 木菱　冬羽 キビシ　トウワ 小4 見附市 ヨネックス：小山　慶大

29 加瀬喜一郎 カセ　キイチロウ 小4 新潟市

30 竹村　　煌 タケムラ　コウ 小4 長岡市

31 前川　翔柊 マエカワ　カシュウ 小4 新潟市

32 谷口　景虎 タニグチ　カゲトラ 小4 新潟市

33 髙野　一華 タカノ　ヒカ 小4 長岡市

34 加藤　大暉 カトウ　ヒロキ 小4 村上市

35 小原　太地 オバラ　タイチ 小3 新潟市

36 小柴　結衣 コシバ　ユイ 小3 長岡市

37 小林　心遥 コバヤシ　コハル 小3 新潟市

38 小柳　実彩 コヤナギ　ミサ 小3 新潟市

39 浦澤　伊織 ウラサワ　イオリ 小3 新潟市

問合せ：新潟県テニス協会（理事長）石原法男　　携帯：090-4536-0090　　FAX：0258-32-4507

e-mail：nagaokashi-ta-ni@nct9.ne.jp

第16回新潟県小・中学生テニス選手育成・強化事業　（平成29年10月21・22日）

会場：⻑岡市ニュータウン運動公園屋内練習コート 会場：⻑岡市ニュータウン運動公園屋内練習コート
⽇時：10⽉21⽇（13：30〜16：30）〜22⽇（9：15〜16：30）⽇時：10⽉21⽇（9：15〜12：15）

H29.10.10確定


