
平成 年度 富山県高等学校秋季テニス選手権大会個人戦 岩瀬スポーツ公園テニスコート25
男子シングルスの部 月 日(月)～ 日(水) 予備日 日(木)8 26 28 29

牛丸良維 (国際) 松井雄毅 (国際)1 78
野崎智宏 (雄山) 中林能生 (富北)2 79
土田崚介 (富中) 西島大智 (八尾)3 80
斎藤敦也 (上市) 泉野翔太郎 (富南)4 81
温井拓朗 (高一) 宝達奎哉 (富一)5 82
根建晃貴 (富一) 流雅樹 (富中)6 83
江幡優志 (呉羽) 森川皆誠 (国際)7 84
植村祐貴 (片山) 西尾貫志 (桜井)8 85
長谷川慎吾 (国際) 浅付太誠 (氷見)9 86
福村和哉 (富南) 竹川賢太 (片山)10 87
林哲司 (魚工) 箭野竜次 (上市)11 88
余川光 (高岡) 濱谷裕太 (高龍)12 89
盛田彩斗 (富東) 川端大輔 (魚工)13 90
斎藤アサド亮(富北) 山﨑謙心 (富商)14 91
米田将以 (新川) 田中直希 (大門)15 92
湯上圭吾 (八尾) 山﨑久朗 (高岡)16 93
久米真矢 (桜井) 酒井貴寛 (国際)17 94
輪島義己 (大門) 山本彪雅 (新川)18 95
堀田真琴 (国際) 佐々倉惇 (富一)19 96
牧野晃樹 (国際) 塚田健悟 (国際)20 97
高木拓斗 (富一) 家城隆一郎 (富一)21 98
田口舜 (富東) 禅野晃士 (氷見)22 99
津田駿 (高一) 三井拓人 (水橋)23 100
谷口滉明 (新川) 柚木文也 (富西)24 101
谷口涼平 (片山) 西田健人 (上市)25 102
宮崎勇磨 (大門) 坂下啓太 (富商)26 103
本間翔 (富西) 矢口文也 (高龍)27 104
赤井宥志朗 (富商) 吉田恵樹 (片山)28 105
岩田涼 (水橋) 米山雅也 (高岡)29 106
畠山怜 (高岡) 中川大志 (富東)30 107
柳原稜 (八尾) 前田開羽 (高一)31 108
水原拓海 (富南) 金城流時 (雄山)32 109
南佳寿宏 (高龍) 島田孝亮 (富南)33 110
戸田圭哉 (雄山) 三田駿平 (魚工)34 111
西本歩嵩 (桜井) 朴木智哉 (富中)35 112
山崎貴道 (呉羽) 新谷亮介 (大門)36 113
谷駿希 (国際) 岩本那央哉 (呉羽)37 114
山崎裕晃 (魚工) 末永極 (国際)38 115
禅野泰光 (氷見) 河合将太郎 (国際)39 116
谷井優希 (国際) 荻野幹大 (新川)40 117
室育弥 (富東) 髙堂洸輔 (富一)41 118
川口凌央 (片山) 松倉朋暉 (魚工)42 119
平井悠馬 (富西) 大垣瑛介 (大門)43 120
長田翔 (呉羽) 佐々木駿也 (富南)44 121
砂田悠太朗 (桜井) 東駿太 (高一)45 122
野上誠 (八尾) 大畑智也 (水橋)46 123
白井航大 (富中) 河合康太 (高岡)47 124
杉本紹眞 (高一) 大久保和紀 (八尾)48 125
藤井翔大 (富北) 高沢慎太郎 (富商)49 126
中島正陽 (高岡) 折戸宏紀 (富西)50 127
堀井泰成 (富商) 西野文人 (富北)51 128
成瀬友洋 (雄山) 髙嶋械 (雄山)52 129
朝日奈幸輝 (国際) 長澤秀悟 (呉羽)53 130
東海雅隆 (氷見) 竹内将大 (富中)54 131
杉本陽基 (上市) 大川将広 (桜井)55 132
砺波紀之 (富南) 岸田力也 (氷見)56 133
岩城拓臣 (水橋) 今村貴暢 (富東)57 134
横田泰世 (富一) 日下允暉 (国際)58 135
平邑塁 (国際) 吉田知弘 (富中)59 136
有山大生 (上市) 髙田康生 (雄山)60 137
浦山翔太 (富中) 小田島優斗 (上市)61 138
宮田力貴 (富一) 堀直人 (片山)62 139
橋場勇輝 (片山) 上野展秀 (富西)63 140
寺崎雄一郎 (水橋) 岩崎礼欧 (高龍)64 141
門嶋賢昇 (大門) 太田裕 (国際)65 142
朝倉隆三郎 (富南) 北村哲太郎 (富北)66 143
松井瑛介 (富西) 山崎耀太 (桜井)67 144
萩原優斗 (富商) 小幡澄人 (富一)68 145
藤井怜 (高龍) 谷本湧気 (富東)69 146
福沢隼也 (魚工) 亀遊竹虎 (高岡)70 147
橋本優孝 (富東) 村井大介 (呉羽)71 148
飯島真斗 (新川) 髙山貴秀 (新川)72 149
近村綜一朗 (富北) 宮本航成 (八尾)73 150
岡本拓海 (富一) 北山真 (氷見)74 151
吉滝敦也 (氷見) 柴田将志 (富商)75 152
松長真雄 (高岡) 舘翔陽 (富南)76 153
吉田天彦 (国際) 森田健斗 (国際)77 154


