
第15回新潟県小・中学生テニス選手育成・強化事業　（平成28年10月22・23日）

一般応募受付名簿 H28.10.14現在 選抜ジュニア名簿 H28.10.14現在

日時：10月22日（9：15～12：15）

氏名 フリガナ 学年 住所 氏名 フリガナ 学年 所属

1 曽根　歩生 そね　いぶき 中２ 長岡市 1 原　風斗 ハラ　カザト 中2 ファーストTA

日時：10月22日（13：30～16：30）～23日（9：15～16：30）

会場：長岡市ニュータウン運動公園屋内練習コート 会場：長岡市ニュータウン運動公園屋内練習コート

1 曽根　歩生 そね　いぶき 中２ 長岡市 1 原　風斗 ハラ　カザト 中2 ファーストTA

2 神成　真生 かんなり　まお 中２ 長岡市 2 植木　海音 ウエキ　カイト 中2 上越グリーンITS

3 吉岡　幸志 よしおか　こうし 中１ 長岡市 3 佐々木　康大 ササキ　コウダイ 中1 新潟ジャンボITS

4 加藤　優季 かとう　ゆうき 中１ 長岡市 4 坂井　宥仁 サカイ　ユウト 中2 ファミリーITS

5 荒川　太志 あらかわ　たいし 中１ 長岡市 5 原　爽叶 ハラ　サワト 小6 ファーストTA

6 武藤　太一 むとう　たいち 中１ 長岡市 6 加藤　駿一 カトウ　シュンイチ 小6 T&S新発田ITS

7 安達　巴奈 あだち　はな 中１ 長岡市 7 信田　航 ノブタ　ワタル 小6 新潟ジャンボITS7 安達　巴奈 あだち　はな 中１ 長岡市 7 信田　航 ノブタ　ワタル 小6 新潟ジャンボITS

8 日浦　颯士 ひうら　そうし 中１ 長岡市 8 笠原　大貴 カサハラ　ダイキ 小6 上越グリーンITS

9 斉藤　幸太 さいとう　こうた 中１ 長岡市 9 長岡市

10 塚田　歩実 つかだ　あゆみ 小６ 長岡市 10 長岡市

11 大久保　侑玖 おおくぼ　たすく 小６ 長岡市 11 沼野　菜海 ヌマノ　ナツミ 中2 新潟ジャンボITS

12 小林　芽生 こばやし　めい 小６ 長岡市 12 渡部　結衣 ワタナベ　ユイ 中2 マリンブルーTS

13 水野　裕理 みずの　ゆうり 小６ 長岡市 13 高橋　海希 タカハシ　ミキ 中2 長岡蒼柴SCTA13 水野　裕理 みずの　ゆうり 小６ 長岡市 13 高橋　海希 タカハシ　ミキ 中2 長岡蒼柴SCTA

14 清水　利沙 しみず　りさ 小６ 長岡市 14 石川　和奏 イシカワ　ワカナ 中1 長岡北部Jr

15 廣川　諒和 ひろかわ　あきよし 小５ 長岡市 15 横田　和 ヨコタ　ウララ 小6 ファーストTA

16 中村　彩桜 なかむら　さくら 小５ 長岡市 16 勝見　尚加 カツミ　ナオカ 小6 ファミリーITS

17 永井　聡真 ながい　そうま 小５ 長岡市 17 松山　紗奈 マツヤマ　サナ 小6 新潟ジャンボITS

18 宮原　悠 みやはら　はる 小５ 新潟市 18 村山　結 ムラヤマ　ユイ 小6 ファミリーITS

19 大塚　隼人 おおつか　はやと 小５ 新潟市 19 長岡市19 大塚　隼人 おおつか　はやと 小５ 新潟市 19 長岡市

20 石原　陽朗 いしはら　ひろ 小４ 長岡市 20 長岡市

21 佐々木　茄央 ささき　かお 小４ 長岡市

22 関崎　桃夏 せきざき　ももか 小４ 三条市 講　師：内山　勝先生（SSC）

23 清水　紀吾 しみず　のあ 小４ 長岡市 　　　　ロドリゴ　ヘルナンデス先生（SSC)

24 馬場　貴大 ばば　たかひろ 小４ 三条市 アシスタントコーチ：長岡市テニス協会

25 渡邉　希颯 わたなべ　ののか 小４ 三条市 ヨネックス：大村昌俊25 渡邉　希颯 わたなべ　ののか 小４ 三条市 ヨネックス：大村昌俊

26 伊藤　唯 いとう　ゆい 小４ 新潟市

27 水野　愛理 みずの　あいり 小４ 長岡市 【アシスタントコーチ】

28 高階　成央 たかがい　なお 小３ 長岡市 高橋　重人 柳澤　達也

29 加藤　大暉 かとう　だいき 小３ 村上市 鳥越　清和 島田　圭介

30 横堀　陽太郎 よこぼり　ひたろう 小３ 新潟市 安原　孝規 岩間　雄大

【スタッフ】

高橋　　玄 高橋　弘子

石原　法男 小杉　秀一

横山　　悟

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


