
第 10回U-14道北カップ中学生ソフトテニス選考大会

平成 28年 7月 16日

市営花咲テニスコート

中学男子

1堀・山中 (附属旭川 )

2千葉・山本 (鷹栖)

3増渕・りll井 (東光)

4鈴木。東 (東明)

5鎌上。井戸 (下川)

6花岡・木下 (愛宕 )

7吉村。小野 (比布 )

8松木海・松本天 (啓 Jヒ)

9吉河・神尾 (上富良野)

10川瀬・り|1本 (神居)

11板東。今 倹1淵)

12長瀬・星 (永 山南)

13河野・小松 (名 寄)

14須藤・寺田 (神楽)

15上 田。中野 (光陽)

16國井。日黒 (忠和)

17小野・米脇 (当麻)

18藤田。上西 (名 寄東)

19山 口・小林 (広陵)

20高松・吉崎 (永山)

21山 下。秋田 (南富良野)

22水内・我妻 (緑が丘)

23米谷佑・岡田 (東陽)

24高橋・草野 (啓北)

25遊佐・樋本 (名 寄剌

26阿部・古屋 (東明)

27井戸端・山根 (広陵)

28西木戸・高無 (比布)

29佐藤・澁谷 (旭川第二)

30三島渉・渡辺 (下り||)

31井上。屋根田 (光陽)

32筒渕。久乗 (神居 )

33田 中・西尾 (東陽)

34佐藤・唐崎 (鷹栖 )

35高石・弘田 (東光)

36竹本。杉本 (附属旭川)

37菅原・畑 (神楽)

38井之口・林 銘 寄)

39山 田・橋本 (永 山南)

40小玉・藤田 (緑が丘)

41島田・山崎 (忠和)

42大場。小野 (永山)

43新堀・深谷 (愛宕)

44佐藤・OPEN(当麻)

45渡部・小日 (上富良野)

柳渡・福井 (永 山)   46
森・奥山 (占恐 南富良動 47
三島大・愛沢 (下り||)    48

相原・高橋大 (鷹栖)  49
中村・氏原 (啓北)   50
成川・岩谷 (留萌)   51
本間・りII田 (忠和)   52
生駒・宮本 (愛宕)   53
山本・野村 (上富良野) 54
梅木・米谷太 (東陽)    55
舟橋・吉本 (神居)   56
下間・花岡 (神楽)   57
中原・宮田 (当麻)   58
山本。田中 銘 寄東)  59
澤山・清野 (東光)   60
粥川・奈良 (東明)   61
岩渕・小林 (名 寄)   62
岩瀬。櫻井 (広陵)   63
高木・り|1原 (ASJ)   64
山上・山北 (緑が丘)  65
田畑・津島 (永山南)  66
杉本・山谷 (光陽)   67
牧・山口 (比布)   68
諏訪・矢沢 (東明)   69
中根・管原 (比布)   70
神保。加藤 (広陵)   71
西日・小林 (永山南)  72
横井・岡 (ASJ)   73
熊田・柴田 倹J淵)   74
武田・石道 (南富良野) 75
澤・山田 (上富良野) 76
山崎・濱田 (啓北)   77
岡田・黒田 (緑が丘)  78
高田・市村 (神楽)   79
寺井・野原 (附属旭川) 80
藤原・大河内 (光陽)   81
沼田。中島 (忠和)   82
加茂・高橋海 (鷹栖)  83
菊池。杉尾 (東光)   84
三樹・重森 銘 寄)   85
大瀧・加藤 (下川)   86
下河原・桑原 (名 寄東)  87
丸谷。中村 (愛宕)   88
奥山。宮脇 (永山)   89
島田・本間 (神居)   90

兼光。大平 (当 麻)   91
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平成 28年 7月 16日

市営花咲テニスコート

中学女子

1山 田・古メII(比布 中)

2石黒・OPEN(緑が丘中)

3山本・藤原 (名 寄東中)

4佐藤・封馬 (神居東中)

5内 田。中田 (富良野東中)

6カ 1上・児玉か (附属中)

7嶋村。末廣 (東明中)

8森田・高橋 (占冠中)

9大河内橋本 (士別中)

10石橋。長尾 (永山南中)

11市り||・長谷り||(士別南中)

12亀田・篠原 (北星中)

13片山・桝谷 (永山中)

14茂木。岡部 (富 良野西中)

15佐瀬・太田 (広陵中)

16今野・佐藤 (当麻テニス少年団)

17日 下。江口 (愛宕中)

18佐藤。原田 (下川中)

19武田。宍戸 (神居中)

20多 羽 田・水 口 (朝 日 中 )

21岩村・菅野 (旭川第二中)

22藤本・安達 (東神楽中)

23佐 木々・谷川 (1ヒ 門中)

24稲井・藤村 (鷹栖中)

25早り||。 日野 (光陽中)

26北野・星 (神楽中)

27舟木・菊地 (上富良野中)

28自内・永平 倹1淵中)

29久保田・平田 (明星中)

30西 口・梶田 (啓北中)

31藤井・豊田 (東光中)

32犬飼・鈴木 (名 寄東中)

33 0PEN・ ノヽ木橋 (南富良野中)

34蓬 田・板垣 (東神楽中)

35木下・田内奈 (明星中)

36千葉。上西 (鷹栖中)

37河本・北内夏 (北星中)

38松本。1鵬島(北 F月 中)

39加藤。生駒 (愛宕中)

40吉 田・友金 (富良野西中)

41高道。本林 (永山南中)

42川 田・真木 (上富良野中)

43井深・本居 (東光中)

44平間・田村 (富良野東中)

45樋 口。伊藤 (光陽中)

46中野渡・神野 (比布中)

47横井。中尾 (附属中)

48山岡・谷口 (士別中)

49村椿。大館 (当 麻テニス少年団)

50西尾・神田 倹1淵 中)

51東 山。中川 (神楽中)

52新村・金田 (旭川第二中)

53畠山・森谷 (神居東中)

54飯森・井上 (広陵中)

55熊谷・岩本 (中央中)

56佐 木々・遠藤 (下川中)

57大城。倉重 (東明中)

58佐藤。長沢 (士別南中)

59上西・荻野 (永 山中)

60桑原・三好 (緑が丘中)

61山り||・ 村上 (神居中)

62佐藤・OPEN(朝 日中)

63平中,青木 (啓北中)

太田琉・太田仁 (神居 中 )

米谷・金子 (上富良野中)

久木・金澤 (鷹栖中)

樋口・亀岡 (東光中)

増茂・阿部 (当 麻テニス少年団)

長井・畠山 (旭川第二中)

綿谷・宮元 (富良野東中)

皆木。今野 (永山中)

福井・石原 (東明中)

植松・菅野 (光陽中)

霊山。南澤 (下川中)

大橋・高舘 (啓北中)

土田・林 (愛宕中)

秋元・神  (明星中)

村木。加藤 (士別南中)

五十嵐・木原 (富良野西中)

西山・丹 (中央中)

村上・平林 (附属中)

中本・金森 (占冠中)

橋本。本田 (緑が丘中)

小西さ・戸り||(北星中)

高島。高野 (神居東中)

斎藤。西原 (東神楽中)

梅野・森  (名 寄東中)

中井。りll崎 (北間中)

河野・4ヽ野寺 (士男J中 )

長谷り11・武田 (旭り|1中 )

関・矢上 (神楽中)

野原。伊藤 (永 山南中)

京藤・佐藤 (広陵中)

立井・垣内中 (剣淵中)

斎藤・安藤 (富良野東中)

太田。日下 銘 寄東中)

鵜飼・三浦 (永山中)

馬橋・山内 (神居中)

新野・粥川 悩麻テニス少年団)

林・小野 (鷹栖中)

茂田・岡本 (広陵中)

櫻田。青木 (朝 日中)

結城・鈴木 (東光中)

佐藤・西山 (北門中)

鎌田・寺田 (緑が丘中)

山地。西村 (下川中)

森山・濱谷 (中央中)

内藤・後藤 (東神楽中)

稲田。平 (神楽中)

鈴木。早坂 (上富良野中)

田中。佐東 (旭川第二中)

河田・竹原 (啓北中)

長谷り||・ 佐竹 (士別中)

柴山・谷地元 (附属中)

大久保・土山 (富良野西中)

妻沼・半田 (愛宕中)

山田。谷口 (北星中)

川邊・黒りll(南富良野中)

松倉・村井 (明星中)

岡本・佐藤 (比布中)

石澤・田中芹 (東明 中 )

采女。永峰 (士別南中)

鎌倉,若林 (神居東中)

鈴木・宍戸 (永山南中)


