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3216120 久野 ⾹空 茅ヶ崎市 円蔵⼩ 9/13 秋季⼩学⽣男⼦
3215600 岩沢 隼 藤沢市 ⽚瀬⼩ 9/15 秋季⼩学⽣男⼦
3129777 福島 慶⾳ 川崎市 東⾼津⼩ 9/15 秋季⼩学⽣男⼦
3215357 関 佑⽃ 逗⼦市 逗⼦⼩ 9/15 秋季⼩学⽣男⼦
3216159 佐藤 真⼈ 横浜市 瀬⾕第⼆⼩ 9/15 秋季⼩学⽣男⼦
3216150 宮本 翔太 横浜市 ⽴野⼩ 9/15 秋季⼩学⽣男⼦

井上 卓磨 ⼩⽥原市 東富⽔⼩ 9/18 秋季⼩学⽣男⼦
3215293 松尾 歩武 藤沢市 浜⾒⼩ 9/18 秋季⼩学⽣男⼦
3215921 ⼩野⼝ 慶⾳ 逗⼦市 池⼦⼩ 9/20 秋季⼩学⽣男⼦
3215928 ⼩松 真拓 平塚市 松が丘⼩ 9/20 秋季⼩学⽣男⼦
3129520 鈴⽊ 頌啓 川崎市 南百合丘⼩ 9/20 秋季⼩学⽣男⼦
3216103 ⻄川 拓弥 茅ヶ崎市 ⼩和⽥⼩ 9/21 秋季⼩学⽣男⼦
3216123 笹元 侶位 秦野市 ⻄⼩ 9/21 秋季⼩学⽣男⼦
3216087 穐場 光 横浜市 能⾒台南⼩ 9/21 秋季⼩学⽣男⼦
3216253 鈴⽊ 雄介 鎌倉市 関⾕⼩ 9/22 秋季⼩学⽣男⼦
3215686 三浦 尚輝 茅ヶ崎市 柳島⼩ 9/22 秋季⼩学⽣男⼦
3216129 ⼊倉 嶺 横浜市 慶應義塾横浜初等部 9/22 秋季⼩学⽣男⼦

星野 ⻯之介 横浜市 帷⼦⼩ 9/22 秋季⼩学⽣男⼦
遠藤 駿⽃ ⼩⽥原市 富⽔⼩ 9/26 秋季⼩学⽣男⼦

3216102 ⽯井 悠也 茅ヶ崎市 松林⼩ 9/26 秋季⼩学⽣男⼦
3216026 柳瀬 響 茅ヶ崎市 ⾹川⼩ 9/26 秋季⼩学⽣男⼦
3215950 ⻘⽊ 智弥 横浜市 杉⽥⼩ 9/26 秋季⼩学⽣男⼦
3215483 早川 創名 座間市 ⼊⾕⼩ 9/26 秋季⼩学⽣男⼦
3215660 諸星 達哉 秦野市 南が丘⼩ 9/26 秋季⼩学⽣男⼦
3216018 ⽶陀 太⼀ 横浜市 川上北⼩ 9/26 秋季⼩学⽣男⼦
3215517 志澤 朔弥 南⾜柄市 福沢⼩ 9/26 秋季⼩学⽣男⼦
3128818 中村 颯太 横浜市 若葉台⼩ 9/26 秋季⼩学⽣男⼦
3215323 園部 成仁 鎌倉市 七⾥ガ浜⼩ 9/26 秋季⼩学⽣男⼦
3215666 ⼭本 佑⼈ 横浜市 上郷⼩ 9/27 秋季⼩学⽣男⼦
3216054 稲垣 涼⼤ 座間市 相武台東⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
3215991 江⾺ 賢之介 藤沢市 本町⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
3216149 鈴⽊ 僚太 横浜市 ⽮向⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
3216233 ⾕岡 智樹 茅ヶ崎市 室⽥⼩ 9/28 秋季⼩学⽣男⼦
3216022 吉⽥ 悠貴 横浜市 新⽻⼩ 9/29 秋季⼩学⽣男⼦
3215292 萩原 陽仁 伊勢原市 緑台⼩ 10/1 秋季⼩学⽣男⼦
3216062 宍⼾ 稜侑 藤沢市 鵠洋⼩ 10/1 秋季⼩学⽣男⼦
3216230 深澤 創⼀朗 茅ヶ崎市 東海岸⼩ 10/1 秋季⼩学⽣男⼦
3215325 露⽊ 瑞⼰ 茅ヶ崎市 ⻄浜⼩ 10/1 秋季⼩学⽣男⼦
3216256 對⾺ 颯 茅ヶ崎市 ⻄浜⼩ 10/1 秋季⼩学⽣男⼦

中島 慶介 横浜市 能⾒台⼩ 10/1 秋季⼩学⽣男⼦
3216060 佐々⽊ 陽徳 横浜市 藤塚⼩ 10/1 秋季⼩学⽣男⼦
3215972 ⼭⼝ 蒼⼠郎 横浜市 南⼭⽥⼩ 10/1 秋季⼩学⽣男⼦
3215684 笠利 理⼈ ⼩⽥原市 三の丸⼩ 10/2 秋季⼩学⽣男⼦
3128530 内藤 ⼤輔 川崎市 橘⼩ 10/2 秋季⼩学⽣男⼦
3128514 吉村 慎之亮 横浜市 桐蔭学園⼩ 10/2 秋季⼩学⽣男⼦
3216033 ⼩⽊ ⿓輝 横浜市 ⼩⽥⼩ 10/2 秋季⼩学⽣男⼦

表⽰順︓受付け順
第12回（2018年）秋季神奈川県⼩学⽣テニス選⼿権⼤会受付リスト（男⼦）

1



登録番号 ⽒名 市町村 ⼩学校
受付⽇
MM/DD

種⽬

表⽰順︓受付け順
第12回（2018年）秋季神奈川県⼩学⽣テニス選⼿権⼤会受付リスト（男⼦）

3215513 熊岡 廣記 逗⼦市 逗⼦⼩ 10/2 秋季⼩学⽣男⼦
3215552 郡⼭ ⼤樹 伊勢原市 ⽐々多⼩ 10/2 秋季⼩学⽣男⼦

池⽥ 皓哉 横須賀市 追浜⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
3215732 北⻄ 陽輝 横浜市 関東学院六浦⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
3129301 北尾 陽哉 横浜市 桐蔭学園⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
3216139 深尾 志 茅ヶ崎市 茅ヶ崎⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
3216117 ⾦⼦ 侑嗣 寒川町 寒川⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
3216179 武富 ジョジ 横浜市 汐⼊⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
3216099 ⻲⼭ 航汰 横浜市 新⽯川⼩ 10/3 秋季⼩学⽣男⼦
3216029 ⼩林 陽輝 横須賀市 浦賀⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
3215557 森上 ⼀世 中井町 中村⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
3216076 沼⽥ 海志 横浜市 川和東⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
3215700 松浦 匠之介 ⼆宮町 ⼭⻄⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
3129822 松本 岳 川崎市 東住吉⼩ 10/4 秋季⼩学⽣男⼦
3215355 深津 陽太 南⾜柄市 福沢⼩ 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
3215661 廣間 崇太 鎌倉市 関⾕⼩ 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
3215945 丸⼭ 陽⼤ 横浜市 ⼩菅ヶ⾕⼩ 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
3216251 相原 明⽇太 中井町 中村⼩ 10/5 秋季⼩学⽣男⼦
3215418 浦中 颯太 秦野市 北⼩ 10/6 秋季⼩学⽣男⼦
3128509 永⽥ 瑛⼆ 川崎市 王禅寺中央⼩ 10/6 秋季⼩学⽣男⼦
3215937 中村 孝佑 横須賀市 ⾺堀⼩ 10/6 秋季⼩学⽣男⼦
3216284 中村 悠真 横浜市 神⼤寺⼩ 10/6 秋季⼩学⽣男⼦

重⽥ 航志 ⼩⽥原市 富⽔⼩ 10/9 秋季⼩学⽣男⼦
熊⾕ 悠太 鎌倉市 七⾥ガ浜⼩ 10/9 秋季⼩学⽣男⼦

3215469 ⼟屋 皇輝 座間市 ⼊⾕⼩ 10/9 秋季⼩学⽣男⼦
3216271 前原 ⼀⼼ 横浜市 捜真⼩ 10/9 秋季⼩学⽣男⼦
3216040 井坂 遊⼤ 川崎市 久地⼩ 10/10 秋季⼩学⽣男⼦
3216105 渡邉 慧 横浜市 新吉⽥⼩ 10/10 秋季⼩学⽣男⼦
3216118 市川 碧 茅ヶ崎市 緑が浜⼩ 10/10 秋季⼩学⽣男⼦
3215132 伊藤 啓太 横浜市 東台⼩ 10/10 秋季⼩学⽣男⼦
3128991 松渕 太⼀ 相模原市 淵野辺東⼩ 10/10 秋季⼩学⽣男⼦
3128994 ⾼橋 昂暉 横浜市 森村学園⼩ 10/10 秋季⼩学⽣男⼦
3216288 池⽥ 優 横浜市 慶應義塾横浜初等部 10/10 秋季⼩学⽣男⼦
3215865 森 幸啓 横浜市 並⽊第⼀⼩ 10/10 秋季⼩学⽣男⼦
3216110 浦⽥ 晏⾥ 横浜市 並⽊中央⼩ 10/10 秋季⼩学⽣男⼦
3215540 横瀬 由弥 秦野市 北⼩ 10/10 秋季⼩学⽣男⼦
3216068 本間 聖悟 伊勢原市 伊勢原⼩ 10/10 秋季⼩学⽣男⼦
3215506 岩下 知樹 厚⽊市 南⽑利⼩ 10/11 秋季⼩学⽣男⼦
3215297 ⼭下 雄⼤ 川崎市 東⾼津⼩ 10/11 秋季⼩学⽣男⼦

渡邉 南 横須賀市 ⾛⽔⼩ 10/11 秋季⼩学⽣男⼦
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