
令和元年度　青函対抗　函館代表者名簿 2019/10/22

1 工藤　健剛
2 細川　将吾
3 神戸　宏樹
4 吉田　栄一
5 内山　直希

1 谷目　菜 高専 高３ 1 池田　陸 ファイン 中２
2 池田　陸 ファイン 中２ 2 谷目　菜 高専 高３
3 長部　啓 函館ピア 中１ 3 高橋　円空 函館中部 高２
4 赤石　和瞳 高専 高２ 4 長部　啓 函館ピア 中１
5 荒木　聖琉 ＤＪＴＴ 小５ 5 伊藤　海夏斗 函館中部 高２
6 小原　悠輝 函館ピア 小６ 6 赤石　和瞳 高専 高２
7 柴田　大樹 七飯 高２ 7 河島　輝良 函館中部 高１
8 長部　悠 函館ピア 小３ 8 荒木　聖琉 ＤＪＴＴ 小５
9 渡邊　赳平 七飯 高２ 9 小原　悠輝 函館ピア 小６
10 松田　貴生 函館ピア 小４ 10 柴田　大樹 七飯 高２
11 岩﨑　恒太 七飯 高１ 11 四竈　晴信 函館中部 高１

12 内村　康太郎 函館中部 高１
13 長部　悠 函館ピア 小３
14 杉原　怜 函館中部 高１
15 平澤　将真 函館中部 高１
16 野村　和樹 函館中部 高１
17 伊藤　優真 函館中部 高１
18 渡邊　赳平 七飯 高２
19 吉岡　那晃 七飯 高１
20 松田　貴生 函館ピア 小４
21 岩﨑　恒太 七飯 高１

1 武田　理咲 函館ピア 中２ 1 添田　優愛 ファイン 高３
2 林　優芽 白百合 高１ 2 武田　理咲 函館ピア 中２
3 池田　樹花 函館ピア 中１ 3 林　優芽 白百合 高１
4 福中　美月 白百合 高１ 4 池田　樹花 函館ピア 中１
5 亀井　あんみ ファイン 中１ 5 福中　美月 白百合 高１
6 亀井　うらら ファイン 小６ 6 亀井　あんみ ファイン 中１
7 福中　沙綺 白百合中 中２ 7 亀井　うらら ファイン 小６
8 石川　愛華 白百合 高２ 8 福中　沙綺 白百合中 中２
9 江木　美文 白百合中 中２ 9 川村　明日美 市立函館 高２
10 土屋　舞依 白百合 高２ 10 川村　結衣 市立函館 高２
11 髙橋　佳鈴 白百合中 中２ 11 江木　美文 白百合中 中２
12 滝田　結菜 白百合中 中２ 12 安田　柚 函館中部 高１
13 小原　ひかり 函館ピア 小５ 13 髙橋　佳鈴 白百合中 中２
14 佐藤　七海 七飯 高２ 14 滝田　結菜 白百合中 中２
15 遠藤　夏月 七飯 高２ 15 小原　ひかり 函館ピア 小５
16 工藤　日菜 白百合 高１ 16 今野　遥菜 函館中部 高１
17 田島　詩子 白百合中 中２ 17 佐藤　七海 七飯 高２

18 遠藤　夏月 七飯 高２
19 工藤　日菜 白百合 高１
20 宮川　彩楽 函館中部 高１
21 田島　詩子 白百合中 中２

男子（２日目）男子（１日目）

女子（１日目） 女子（２日目）

函館テニス協会ジュニア委員（北海道七飯高等学校テニス部顧問）
函館テニス協会ジュニア委員（函館白百合学園高等学校テニス部顧問）
函館テニス協会ジュニア委員（北海道函館工業高等学校テニス部顧問）

函館テニス協会ジュニア委員（ＤＪＴＴコーチ）
函館テニス協会ジュニア委員(北海道函館中部高等学校テニス部顧問)


