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旭川花咲公園テニスコート

佐藤 奨吾 橋本 陸
岡田 侑也 五十嵐 和真
岡部 弘暉 井原 響
梅野　 健伸 髙橋 奏良
端場 龍之介 0 1 出川 翔
門間 風弥 0 0 板垣 空
古川 輝 木引 巡
浦辻 天真 横田 拓海
小幡　 朔也 0 1 友井 勇晴
宗山　 聖虎 0 2 土沼 銀二郎
尾村 颯太 0 葛西 楓
小田 陽冬 有田 響
並松 宙輝 松坂 拓海
菅原 瑞樹 3 太田 千尋
中落 万麻人 1 2 0 1 長谷川 凌空
川浪 優樹 竹橋 光雅
目黒 貴翔 1 2 松江 柊
奥谷 英太 1 横尾 陸斗
宮浦　 陽大 1 宇都 太智
前谷 碧人 河合 真宙
川原 和馬 佐藤 駿
曽我部 光 2 3 0 平木 涼太
廣瀨 憧 類家 晴陽
佐々木 湧希 野村 陸空
宮村 雄大 0 0 0 阿部 朔
山口 律 0 2 榊田 健翔
佐藤 汰樹 1 1 1 佐藤　 叶斗
吉田 虎次郎 1 2 デサー ジョアンオ和幸

成田 陽星 沼田 憲信
敦賀 吏都 小野寺 翔天
蛇谷 真国 2 2 1 服部 敏暁
村田 凜太朗 鎌田 一輝
木原 真樹 加藤 己達
増田 快翔 伊藤 翔太
堀部 響介 鈴木 一賢
山﨑 槙 遠山 拓磨
笹木 爽 佐藤 大哉
三田村 陸叶 0 0 大森 優汰
佐藤　 翔馬 0 佐藤 来夢
三浦　 航成 細川 琉聖
菅 恭輔 0 2 竹市 俊太
濱崎 瑠 2 佐藤 奎太
本多 公暉 小田 雄斗
吉井 奏音 2 2 和泉田 晃佑
加藤 陸都 川瀬 瑞葵
畠山 優星 3 2 加藤 一鑑
鈴木 龍音 0 3 工藤 亮太
尾村 陽琉 作間 葵斗
松尾 翼 沖田 竜飛
本庄 航己 2 3 新井 樹
吉田 麗壱 1 3 中山 来琉
宮崎 壱成 1 3 後藤 航輝
大宮 吏稀 南沢 翔太
橋本 勇翔 0 2 0 野中 輝
三宅 祐槻 1 2 井出 龍兵
黒田 出海 宮崎 学人
加藤 陽紀 谷藤 大希
西内 舜啓 内藤 滉太
片岡 淳 3 0 鷲見 侑太郎
折原 幹太 2 0 0 山本 流唯
佐藤 蒼空 尾上 日向大
池田 羽矢人 3 北村 龍聖
大塚 泰千 0 0 宮下 知也
高橋 和也 3 村山 慶将
森 海翔 箕浦 伯
塩谷 駿 0 高井 遥輝
加藤 翔太 鬼頭 拓夢
西村 優 3 渡辺 悠斗
菅原　 春 2 大澤 拓海
舘　　 浩斗 谷島 颯
菅原 一護 0 1 和田 迅斗
多田 龍司 1 山口 千斗
吉岡 大貴 0 中川 和哉
仁木 伶和 菅野 亮
片岡 翼 3 目黒 修磨
秋本 悠杜 1 星 大希
菊地 剛佑 1 北村 太一
慶伊 陽 0 0 水川 柊
山口 礼輝 三浦　 士龍
加我 昴大 1 相馬　 晴
由田 真大 2 2 福原 靖人
田邉 空麗 鎌田 煌生
大門 歩暉 0 竹内 流偉
岡崎 大夢 1 鹿島 陽琉
安田 惟月 中村 響空
阿部 泰平 3 穴田 柊心
杉本 真輝 小山田 健人
大村 正義 1 1 1 荒川 海人
大高 陽翔 0 瀬口 祥生
北村 真那斗 須田 遥斗
渡辺 遥斗 3 上村 怜士
平野　 達也 0 平井 一繁
坂本 悠翔 1 1 久保 嵐大
今野 陽斗 1 下山 結太
藤原 蓮 八島 英雅
前田 大和 1 1 渋谷 健太
大前 友輝 0 3 1 是枝 陽翔
大塚 陸来 井上 惣太
千葉 功介 3 0 新居 拓翔
大野 勇美 伊藤 颯世
原田 比呂 岡 侑依人
舘 蓮陽 1 2 酒井 時宗
櫛引 司 石﨑 一慶
阪東 佑哉 1 3 2 矢内 海斗
達本 隆聖 3 常川 晶充
黒田 健汰朗 南沢 昂太
坂本 響悟 根田 大地
永谷 竜磨 1 1 木村 春陽
野口 諒太 0 大紺　 壮智
須田 太陽 3 2 野村　 拓翔
遊佐 拓海 吉野 敢太
北野 偉丸 1 飯塚 奏斗
中原 一心 0 2 山下 響希
三橋 陽翔 森崎 友規
貝森 俊介 3 橋本 祐希
久保 葵生 2 鴫原 大空
森 啓貴 1 坂本 拓海
小林 汰朗 残間 凜音
竹成 佳太郎 重光 隼斗
千葉 十斗 0 0 0 木椋 風汰
満保 天翔 1 志水 晃平
三浦 夏維 大西 奏歩
渡邊 哲平 1 1 池田 奏翔
矢野 世琉 0 櫻田 峻也
曽我 丈斗 1 1 2 本平 裕也
髙橋 大和 1 0 尾田 暢弘
星野 優輝 松岡 悠平
桑内 海都 小泉 隆
木口 壮真 古市 陸斗
小林 直太朗 1 0 石川 侑聖
大西 史也 西塚 成那
松村 侑真 R 2 三上 修平
長南 理央 田中 陽稀
太田 遥来 松本 拓丸　
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