
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

男子エントリーリスト(1) ４月６日12時 現在（五十音順）

PITA CUP 2016
Junior Tennis Tournament

No. 名前 フリガナ 登録番号 所属団体

1 相原 一太 アイハラ イッタ 3214897 BEAT TENNIS CLUB

2 新井 蓮太郎 アライ レンタロウ 3215253 ESSC

3 安藤 雄哉 アンドウ ユウヤ 3214689 ESSC

4 石井 匡了 イシイ マサノリ 3314156 アポロコーストテニスクラブ

5 石崎 陽光 イシザキ ハルキ 3215235 K-Powersテニスアカデミーマートテニスガーデン

6 井實 優斗 イジツ ユウト 3126690 京王赤城アカデミー

7 井出 諒太 イデ リョウタ 3214953 富士見テニスクラブ

8 伊藤 隆弦 イトウ リュウゲン 3215148 YSC

9 稲垣 勇悟 イナガキ ユウゴ 3215245 葉山テニスクラブ

10 稲木 友望 イナギ トモノブ 3214440 SSAレニックス

11 岩田 昊空 イワタ トア 3214653 シンズあざみ野

12 岩田 寛生 イワタ トモキ 3214793 大島フラワ－テニスガ－デン

13 上野 温洋 ウエノ ハルヒロ 3420904 赤城アカデミーさくら野火止

14 内田 竣太 ウチダ シュンタ 3215212 横須賀テニスクラブ

15 宇津山 立樹 ウツヤマ リキ 3128264 JITC

16 梅田 凌真 ウメダ リョウマ 3313938 楠クラブ

17 海野 拓音 ウンノ タクト 3215211 厚木国際テニスクラブ

18 大芝 尚翔 オオシバ ナオト 3215328 ノアインドアステージ センター南

19 大舘 一輝 オオダテ カズキ 3214947 ＥＳＳＣ

20 荻上 悠雅 オギウエ ユウガ 3420887 赤城アカデミーさくら野火止

21 小田切 楽 オダギリ ガク 3215017 ESSC

22 籠島 琉凪 カゴシマ ルナ 3215190 青葉台ローンテニスクラブ

23 梶山 駿 カジヤマ シュン 3215271 パームインターナショナルテニスアカデミー

24 加藤 一磨 カトウ カズマ 3127402 コートピア大泉テニスクラブ

25 鎌倉 遥也 カマクラ ハルヤ 3214904 大島フラワーテニスガーデン

26 川村 拓永 カワムラ タクト 3214899 シンズあざみ野テニスチーム

27 北野 心晴 キタノ コハル 3214964 湘南ローンテニスクラブ

28 京谷 仁 キョウタニ ジン 3419482 グリーンテニスプラザ

29 久保田 陽立 クボタ ヒタチ 3214609 湘南ローンテニスクラブ

30 栗原 歓多 クリハラ カンタ 3215134 YSC

31 小池 幸輝 コイケ コウキ 3126987 狛江インドアジュニアATPチーム

32 齋藤 璃空 サイトウ リク 3127485 京王赤城アカデミー

33 笹田 尚寛 ササダ ナオヒロ 3128397 大正セントラルテニスクラブ目白

34 佐藤 貴一 サトウ キイチ 3215321 神奈川県テニス協会

35 志賀 翔一 シガ ショウイチ 3215283 神奈川県テニス協会

36 嶋田 ジュリアン湊 シマダ ジュリアンミナト 3215194 神奈川テニス協会

37 周防 莉史 スオウ リヒト 3215163 ファーイーストJr.TA

38 杉山 兼新 スギヤマ ケンシン 3215268 神奈中テニススクール

39 杉山 優仁 スギヤマ ユウト 3215326 ウエスト横浜テニスクラブ

40 鈴木 魁人 スズキ カイト 3214632 シンズあざみ野テニスチーム



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

男子エントリーリスト(2) ４月６日12時 現在（五十音順）

PITA CUP 2016
Junior Tennis Tournament

No. 名前 フリガナ 登録番号 所属団体

41 瀬戸 佑弥 セト ユウヤ 3214678 TOM　Tennis　Planning

42 高橋 光 タカハシ ヒカル 3214967 神奈中テニススクール

43 高橋 遼介 タカハシ リョウスケ 3214906 荏原SSC

44 谷川 圭斗 タニカワ ケイト 3214861 ファーィストJr.TA

45 當仲 優樹 トウナカ マサキ 3126958 チームZIP

46 當仲 亮太 トウナカ リョウタ 3126926 チームZIP

47 富田 星羅 トミタ セラ 3215241 SSAイザワ

48 永井 羚 ナガイ リョウ 3215012 リビエラ逗子マリーナテニス

49 中田 琢海 ナカダ タクミ 3215244 SHOW.T.P

50 中山 陽 ナカヤマ ハル 3419965 PCA ジュニアテニスアカデミー

51 奈良 勇季 ナラ ユウキ 3127374 立川ジュニアテニスアカデミー

52 布川 翔 ヌノカワ ショウ 3215024 湘南ローンテニスクラブ

53 パウリ レオン パウリ レオン 3215165 K-powersテニスアカデミー　マートテニスガーデン校

54 羽倉 拓海 ハグラ タクミ 3215114 BEATTENNISCLUB

55 橋本 圭史 ハシモト ケイシ 3313632 フミヤエース市川TA

56 畑 泰成 ハタ タイセイ 3420649 グリーンテニスプラザ

57 花原 智輝 ハナハラ トモキ 3214856 ジュンレオTA

58 半田 稀成 ハンダ キナリ 3128278 トータルテニスアカデミー

59 菱木 悠介 ヒシキ ユウスケ 3215153 富士見テニスクラブ

60 平井 翔梧 ヒライ ショウゴ 3214839 ESSC

61 藤川 泰成 フジカワ タイセイ 3420480 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ

62 舟木 稜 フナキ リョウ 3214598 ssaイザワ

63 前林 拓弥 マエバヤシ タクミ 3214724 霧が丘アップテニスアカデミー

64 松尾 歩武 マツオ アユム 3215293 PITA

65 松岡 輝 マツオカ コウ 3215122 K-Powersテニスアカデミーマートテニスガーデン

66 松岡 玲央 マツオカ レオ 3214975 青葉台ローンテニスクラブ

67 松野 一輝 マツノ カズキ 3420872 与野テニスクラブ

68 水主 弦 ミズシ ゲン 3126949 昭和の森JTS

69 三田 啓介 ミタ ケイスケ 3127393 東京都テニス協会

70 三田 悠里 ミタ ユウリ 3420953 リトルプリンステニスクラブ

71 三村 夏偉 ミムラ カイ 3128075 TENNIS SUNRISE

72 森 茂貴 モリ シゲキ 3214998 ウエスト横浜テニスクラブ

73 森田 悠仁 モリタ ユウト 3214637 リビエラ逗子マリーナテニススクール

74 森元 悠登 モリモト ハルト 3313968 吉田記念テニス研修センター

75 結城 斗真 ユウキ トウマ 3215157 鵠沼平本ガーデンコート

76 吉川 徹 ヨシカワ トオル 3214818 ファーイーストJr.TA

77 吉田 壮 ヨシダ ソウ 3214945 鵠沼平本ガーデンコート

78 依田 兼一 ヨダ ケンイチ 3314117 ルネサンス鷹之台テニスクラブ

79 若生 裕希 ワコウ ヒロキ 3215280 beat tennis club



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 2016
Junior Tennis Tournament

女子エントリーリスト ４月６日１２時 現在（五十音順）

No. 名前 フリガナ 登録番号 所属団体

1 浅井 渚 アサイ ナギサ 3258467 鵠沼平本ガーデンコート

2 生田 華実 イクタ ハナミ 3165822 たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

3 石橋 真理愛 イシバシ マリア 3258656 SSAレニックス

4 岩尾 楓花 イワオ フウカ 3258533 荏原SSC

5 岩﨑 りら イワサキ リラ 3258611 東急あざみ野テニスガーデン

6 上村 寧々 ウエムラ ネネ 3258620 パームインターナショナルテニスアカデミー

7 岡 瞳美 オカ ヒトミ 3258357 ファーイーストJr.TA

8 荻島 さやか オギシマ サヤカ 3258463 Y.S.C

9 柿澤 りん カキサワ リン 3461252 U.T.PあたごTC

10 來嶋 澪 キジマ ミヲ 3258553 霧が丘アップテニスアカデミー

11 小出 華乃 コイデ カノ 3258664 ESSC

12 小出 梓乃 コイデ シノ 3258665 ESSC

13 小林 柚葵 コバヤシ ユキ 3258592 厚木国際テニスクラブ

14 財賀 英 サイガ ハナ 3258597 神奈中テニススクール

15 齊藤 凜 サイトウ アヤコ 3165272 チームZIP

16 齋藤 咲良 サイトウ サクラ 3362018 Hills K-Nagatsuka TA

17 斉藤 向日葵 サイトウ ヒマリ 3258482 ジュンレオテニスアカデミー

18 菅原 悠 スガワラ ハルカ 3258415 シンズあざみ野テニスチーム

19 添田 栞菜 ソエダ カンナ 3258526 ESSC

20 竹田 好里 タケダ ミサト 3361901 吉田記念テニス研修センター

21 戸田 百合子 トダ ユリコ 3258432 鵠沼平本ガーデンコート

22 野口 紗枝 ノグチ サエ 3258632 ファーイーストJrTA

23 松本 瑠夏 マツモト ルカ 3165510 武蔵野ドームテニススクール

24 豆崎 夏 マメザキ ナツ 3258481 荏原SSC

25 丸山 にこ マルヤマ ニコ 3258556 ESSC

26 守田 優花 モリタ ユウカ 3258654 鵠沼平本ガーデンコート

27 横田 唯 ヨコタ ユイ 3258586 橘テニスアカデミー

28 吉岡 あい ヨシオカ アイ 3165370 有明ジュニアテニスアカデミー

29 芳垣 真帆 ヨシガキ マホ 3258528 Team YUKA

30 芳垣 美帆 ヨシガキ ミホ 3258529 Team YUKA

31 渡辺 歩夢 ワタナベ アユム 3258558 ESSC


