
南部　天良 小西　陸渡 北本　達己 上野　優太
桃野　雄太 棚田　隆介 北川　隆将 中島　瑞貴
紺谷　彩里 宮下　真緒 橋本　茜 松原　希歩
塩本　瑠伽 山辺　菜々子 山瀬　茉依 法花堂　佳代
大森　海誠 生駒　泰貴 村井　祐斗 廣田　亜藍
土屋　亮太朗 岩崎　江右 関谷　光留 前田　行登
宮村　優花 中山　晴香 山崎　綾乃 細川　凛
田川　真衣 福井　鈴花 坂下　莉依奈 大道　清葉
北本　達己 久山　隆希 中村　一翔 不二井祐弥
坂下　耕介 奥野　立樹 円明　優哉 岸本　吏玖
松原　希歩 辻口　萌 今井　咲希 山本　英里
西村　理伽 下畠　奈己 宮下こころ 堂上　愛華
森口　聖士 （石川・七尾） 小林裕仁郎 竹澤　雅也 坪川　拓海
曽山　結心 （石川・とりや） 石森　崇大 斉藤　圭佑 上田　悠馬
白崎ひかる 北本　瑞貴 三歩一桃花 水上　栞
松田　美涼 高松沙也花 高木　彩花 品川　葉南
藤井　理央 中村  一翔 （石川・内灘） 曽山  結心 山本　陸
五十嵐　海渡 滝下  斗真 （石川・珠洲） 森口  聖士 尾山　仁哉
吉川　綾香 北本　瑞貴 宮村　優花 鍋島  梓沙
川崎　李 高松沙也花 田川　真衣 清水  琉風
浜田  倫太朗 円明  大知 大町  諒 小玉  洸矢
松村  零音 青木  燦 辻口  凛 法利　岳流
菊川　里菜子 浜中  彩花 上田　莉理華 西村  紺奈
大井　月葵 濵田  すみれ 浦田　菜摘 法花堂  古都

（石川・宝）

（石川・七尾）

（石川・宝）

H24.10.27（土）
４年以下男子 （石川・内灘） （石川・鵜川） （石川・能美）

４年以下女子 （富山・城端） （石川・能登） （富山・滑川）

第３回

５・６年男子 （富山・砺波東部） （石川・とりや） （富山・福光）

５・６年女子 （富山・射水） （石川・能美） （石川・宝）

（石川・鵜川） （石川・とりや） （石川・鵜川）

H23.10.22（土）
４年以下男子 （福井・福井J） （福井・福井J） （富山・滑川）

４年以下女子 （福井・丸岡）

（石川・とりや） （富山・城端）

（石川・能美） （富山・小杉） （富山・城端）

第２回

５・６年男子 （石川・能美） （石川・鵜川） （石川・内灘） （石川・穴水）

５・６年女子 （石川・宝）

（石川・宝）

H22.10.30（土）
４年以下男子 （石川・とりや） （富山・滑川） （富山・小杉） （富山・城端）

４年以下女子 （石川・宝） （富山・おやべ）

第１回

５・６年男子 （富山・福光） （富山・小杉） （石川・能美） （富山・小杉）

５・６年女子 （石川・河北台） （石川・とりや） （石川・鵜川）

ダブルス １位 ２位 ３位 ３位

ハマナスカップ小学生ソフトテニス大会　

栄光の記録

シングルス １位 ２位 ３位 ４位

第１回

６年男子 北本　達己 （石川・能美） 久山　隆希 （石川・鵜川） 円明　優哉 （石川・内灘） 米道　潤紀 （富山・庄川）

６年女子 山本　英里 （石川・鵜川） 法花堂佳代 （石川・宝） 松原　希歩 （石川・宝） 今井　咲希 （石川・とりや）

５年男子 山本　陸 （富山・福光） 土屋　亮太朗 （石川・とりや） 清田　博斗 （富山・高岡） 尾山　仁哉 （富山・福光）

H23.10.23（日）
５年女子 宮村　優花 （石川・宝） 藤岡　佑衣 （石川・七尾） 山崎　綾乃 （石川・とりや） 酒井　莉穂 （富山・W射水）

４年以下男子 曽山　結心 （石川・とりや） 森口　聖士 （石川・七尾） 坪川　拓海 （富山・滑川） 浜田倫太朗 （石川・七尾）

４年以下女子 牧　和音 （石川・鵜川） 北本　瑞貴 （石川・能美） 高松沙也花 （石川・能美） 中田　優衣 （石川・鵜川）

第２回

６年男子 山本　陸 （富山・福光） 岩崎　江右 （富山・滑川） 生駒　泰貴 （富山・滑川） 尾山　仁哉 （富山・福光）

６年女子 宮村　優花 （石川・宝） 吉川　綾香 （富山・射水） 上田　美沙希 （富山・城端） 藤岡  佑衣 （石川・七尾）

高木　彩花

５年男子 森口　聖士 （石川・七尾） 曽山　結心 （石川・とりや） 高  陽介

（石川・鵜川）

（石川・輪島） 東　理人 （福井・丸岡）

H24.10.28（日）
５年女子 牧　和音 （石川・鵜川） 高松沙也花 （石川・能美）

谷内　亜虹

（富山・小杉） 鈴木  菜摘 （石川・輪島）

４年以下男子 浜田倫太朗 （石川・七尾） 大町  諒 （石川・鵜川） 辻口  凛

（福井　敦賀）

松村  零音 （石川・七尾）

４年以下女子 西村  紺奈 （石川・宝） 上田　莉理華 （富山・滑川） 大井　月葵 （富山・城端）


