
　第69回　高知県テニス選手権大会　エントリーリスト

シングルス
男子 個人CD 氏名 所属 女子 個人CD 氏名 所属
1 6375 伊藤 優豊 ライジング 1 11729 杉村 リナ 土佐女子高等学校
2 8432 橋田 和樹 TEAM LAT
3 10657 森光 司 豊の梅
4 3001 中島 伸吾 インドアテニスタカミ

5 3436 竹森 隆仁 パゴス
6 12612 池野 直樹 パゴス
7 11968 山田 幸佑 リーベロ
8 7124 井上 聡 パスタイム
9 2277 政木 淳也 パゴス

10 6007 大森 史和 ＺＥＲＯ
11 10564 武久 陵 ＺＥＲＯ
12 5987 平野 達也 スカイ
13 11435 川田 義 明徳高
14 10942 島倉 充 T‐Blitz
15 12933 皆吉 剛希 リーベロ
16 11794 長尾 泰知 土佐塾高
17 12259 岡原 孝太 スカイ
18 9487 三谷 啓視 リーベロ
19 12231 谷口 誠 ＺＥＲＯ
20 12790 竹村 将行 TEAM LAT
21 12508 大畑 成 アリス
22 10470 森本 桂矢 TEAM LAT
23 11417 田中 そら 高知高
24 10981 中谷 太亮 あいほん屋
25 2291 土居 優 МＲＳ
26 9650 谷本 康典 アリス
27 704 島井 充 豊の梅
28 10508 松浦 直樹 あいほん屋
29 12008 溝上 武 土佐塾高
30 8920 上原 悠 スカイ
31 11439 杉村 泰輔 МＲＳ
32 5680 松木 啓 パスタイム
33 1019 小林 克巳 Ｉ．Ｓ．Ｔ．Ｃ
34 10973 小松 想汰 あいほん屋
35 12511 津野 裕大 T‐Blitz

一般女子シングルスは未成立となります



　第69回　高知県テニス選手権大会　エントリーリスト

ダブルス
男子 個人CD 氏名 所属 女子 個人CD 氏名 所属
1 3001 中島 伸吾 インドアテニスタカミ 1 9894 森岡 文 ＳＥＰＩＡ

6682 広見 直哉 パゴス 10543 岡林 亜由美 ＳＥＰＩＡ
2 11968 山田 幸佑 リーベロ 2 222 田村 美香 一宮

10657 森光 司 豊の梅 9364 平塚 香 一宮
3 1691 津野 幸司 パゴス 3 796 中山 文子 高知銀行

12612 池野 直樹 パゴス 6196 早馬 恵美子 高知市役所
4 2277 政木 淳也 パゴス 4 6743 前田 淑 豊の梅

3436 竹森 隆仁 パゴス 700 森本 昌代 高知市役所
5 5987 平野 達也 スカイ 5 506 木下 和喜 豊の梅

8920 上原 悠 スカイ 9369 中林 佳子 豊の梅
6 3856 近添 一司 アリス 6 11171 平野 礼菜 高知高

12799 田村 遼介 アリス 11001 山中 麟 中央高
7 6375 伊藤 優豊 ライジング 7 7892 西村 倫子 一宮

7773 岡林 航介 高知銀行 8946 中山 聡子 一宮
8 3681 山下 実 一宮 8 9080 明神 眞由美 ＳＥＰＩＡ

8203 山田 朋宏 一宮 1073 岩本 眞理 豊の梅
9 12790 竹村 将行 TEAM LAT 9 12319 山本 優花 TEAM LAT

12933 皆吉 剛希 リーベロ 12205 岡本 笑実 追手前高
10 10508 松浦 直樹 あいほん屋 10 12016 猪野 千沙 Ｆキャッツ

10981 中谷 太亮 あいほん屋 12017 山井 真紀 ベストパートナー
11 1019 小林 克巳 Ｉ．Ｓ．Ｔ．Ｃ 11 8134 中尾 智代 チームカワマート

1900 宇賀 寛明 あいほん屋 5379 山﨑 豊子 チームカワマート
12 12838 吉村 俊一 スカイ 12 9090 山中 美保 パゴス

12259 岡原 孝太 スカイ 6341 池内 直美 ベストパートナー
13 387 山中 誠也 スマイリング 13 2856 森岡 潤子 パゴス

9475 渡邉 雅弘 スマイリング 9400 吉村 久美子 パゴス
14 12511 津野 裕大 T‐Blitz 14 10542 濱川 妙子 パゴス

11435 川田 義 明徳高 5127 田中 千香 ＳＥＰＩＡ
15 12610 島﨑 彪牙 追手前高 15 1808 岡本 直子 豊の梅

11417 田中 そら 高知高 460 宇賀 恵美 パゴス
16 10765 矢部 夏生 アリス 16 11707 片岡 さやか 高知医療センター

12023 具志堅 徹 パゴス 1315 岩貞 尊子 豊の梅
17 10544 笹岡 知絵美 ＳＥＰＩＡ

12015 片岡 千穂 Ｆキャッツ
18 2677 野村 砂夜 パゴス

7157 太田 香菜子 パゴス
19 1854 松浦 浩子 Ｆキャッツ

8280 安岡 浩子 ＤＯＬＰＨＩＮ
20 255 栄田 美智子 ＹＣＣ

434 小松 佐和 ベストパートナー
21 5365 小林 紅美 Ｉ．Ｓ．Ｔ．Ｃ

6715 青木 志保 Ｉ．Ｓ．Ｔ．Ｃ


