
Palm International Sports Club
パーム・インターナショナル・スポーツ・クラブ
TEL 0467 -5 0 - 1155 / FAX 0467 – 50 - 1144

PITA CUP 2014
Junior Tennis Tournament

男子エントリーリスト
3月30日12時時点

No. 名前 フリガナ 登録番号
学年

(4月1日時点)
所属団体

1 相原 綾介 アイハラ リョウスケ 3126206 小学校６年生 武蔵野ドームＴＳ

2 石井 瑛介 イシイ エイスケ 3127397 小学校２年生 チームＺＩＰ

3 石井 凌馬 イシイ リョウマ 3214500 小学校３年生 Team YUKA

4 稲原 ジョシュア イナハラ ジョシュア 3125608 小学校５年生 京王赤城アカデミー

5 岡部 雄太 オカベ ユウタ 3214127 小学校４年生 シンズあざみ野テニスチーム

6 小澤 光 オザワ ヒカル 3127054 小学校６年生 トータルテニス・アカデミー

7 川戸 育真 カワト イクマ 3214338 小学校６年生 荏原ＳＳＣ

8 久保 柚樹 クボ ユズキ 3214287 小学校５年生 神奈中テニススクール

9 久保寺 恵介 クボテラ ケイスケ 3213791 小学校４年生 ジュンレオテニスアカデミー

10 下澤 英士 シモザワ エイジ 3313049 小学校５年生 Hill K-Nagatsuka TA

11 角田 優太 スミダ ユウタ 3126400 小学校６年生 N．CSP

12 関口 恒 セキグチ コウ 3214351 小学校３年生 レニックス

13 髙橋 優太 タカハシ ユウタ 3127205 小学校６年生 有明ジュニアテニスアカデミー

14 塚田 航平 ツカダ コウヘイ 3214472 小学校６年生 ジュンレオテニスアカデミー

15 中島 将太 ナカシマ ショウタ 3125600 中学校１年生 ユニバーサルテニススクール南大沢1-303

16 服部 一慧 ハットリ イッケイ 3127188 小学校３年生 AJTA

17 原田 悠仁 ハラダ ユウジン 3214221 小学校５年生 大島フラワーテニスガーデン

18 福島 奎汰 フクシマ ケイタ 3313689 小学校５年生 kion千葉

19 福本 喜平 フクモト キヘイ 3214418 小学校５年生 リビエラ逗子マリーナテニススクール

20 松岡 夏輝 マツオカ ナツキ 3126549 小学校５年生 町田ローンテニスクラブ

21 三城 貴雅 ミシロ タカマサ 3214622 小学校３年生 ESSC

22 矢野 龍雅 ヤノ リョウガ 3127257 小学校３年生 自由が丘ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ

23 山田 博貴 ヤマダ ヒロタカ 3126716 小学校５年生 三菱養和テニススクール

24 山本 律 ヤマモト リツ 3126328 小学校４年生 ビッグK

25 吉岡 秀 ヨシオカ シュウ 3126978 小学校４年生 有明ジュニアテニスアカデミー
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Palm International Sports Club
パーム・インターナショナル・スポーツ・クラブ
TEL 0467 -5 0 - 1155 / FAX 0467 – 50 - 1144

PITA CUP 2014
Junior Tennis Tournament

No. 名前 フリガナ 登録番号
学年

(4月1日時点)
所属団体

1 荒木 莉渚 アラキ リリナ 3165460 小学校５年生 Team310V

2 池田 奈菜子 イケダ ナナコ 3361854 小学校５年生 殿山TG

3 大橋 葉菜 オオハシ ハナ 3258410 小学校４年生 葉山テニスクラブ

4 国府方 葵 コクフガタ アオイ 3258407 中学校１年生 ミズノテニスプラザ藤沢

5 小西 優奈 コニシ ユウナ 3258392 小学校５年生 神奈中テニススクール

6 小原 萌夢 コハラ モユ 3652455 小学校５年生 Fun to Tennis

7 金野 萌 コンノ モエ 3164989 小学校６年生 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ

8 境井 日菜 サカイ ヒナ 3258212 小学校６年生 ESSC

9 菅野 愛渚 スガノ マナ 3258363 小学校３年生 パーム・インターナショナル・テニス・アカデミー

10 萩島 礼愛 ハギシマ レア 3164966 小学校６年生 有明ジュニアテニスアカデミー

11 兵藤 弥友羽 ヒョウドウ ミユウ 3361877 小学校６年生 あじさいインドアTS

12 平田 葵 ヒラタ アオイ 3165340 小学校５年生 八王子テニスアカデミー

13 広瀬 日乃 ヒロセ ハルノ 3165470 小学校４年生 狛江インドアジュニアATPチーム

14 宮田 萌芳 ミヤタ モエカ 3164998 小学校５年生 上石神井テニスチーム

15 吉岡 あい ヨシオカ アイ 3165370 小学校４年生 有明ジュニアテニスアカデミー

16 若山 璃音 ワカヤマ リオ 3165527 小学校１年生 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ
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女子エントリーリスト
3月30日12時時点


