
第60回スポーツ祭典高知テニス大会エントリー 

No クラス チーム名 氏　　　　名

1 男子上級 スカイ 岡原 孝太　オカハラ コウタ

2 男子上級 フリー 藤岡 卓也    （ フジオカ タクヤ ）

3 男子上級 フリー 芝中 誠   （ シバナカ マコ ト）

4 男子上級 パゴス 池野 直樹　イケノナオキ

5 男子上級 Dream 小林 克巳    （ コバヤシ　カツミ ）

6 男子上級 ZERO 武久　陵　たけひさ　りょう

7 男子上級 ファイヤーズ  美濃部 敏雅　ミノベ　トシマサ

8 男子上級 土佐塾高校 金子 剛良  （ カネコ タカラ ）

9 男子上級 パゴス 政木 淳也    ( まさき じゅんや )

10 男子上級 パゴス 竹森 隆仁   （ タケモリ タカヒト ）

11 男子上級 明徳義塾中高校 川田  義   （ カワダ タダシ ）

12 男子上級 リーベロ 三谷啓視

13 男子上級 スカイ 上原　悠　ウエハラ ユウ

14 男子上級 パスタイム 川崎 誠    ( ｶﾜｻｷ ﾏｺﾄ )

15 男子上級 リーベロ 皆吉 剛希     みなよし ごうき

16 男子上級 スカイ 平野 達也   （ ヒラノ タツヤ ）

17 男子上級 高知銀行 山岡 昌平   （ ヤマオカ ショウヘイ ）

18 男子上級 高知大学 林　研吾　　「 はやし けんご 」

19 男子上級 TEAM LAT 橋田 和樹     ハシダ カズキ

20 男子上級 土佐塾高校 溝上　武　　（　ミゾカミ　タケル　）



21 男子上級 高知大学 谷口　一騎　　　タニグチ　カズキ

22 男子上級 土佐塾高 長尾 泰知    （ ナガオ タイチ ）

23 男子上級 パスタイム 松木　　啓　　（　まつぎ　ひらく　）

24 男子上級 高知ローン 岡本　孔晴

25 男子上級 ZERO 谷口  誠    （ たにぐち まこと ）

26 男子上級 フリー 島　錬      ( シマ　レン )

27 男子上級 アリス 近添　一司

28 男子上級 スマイリング 渡辺　雅弘

29 男子上級 リボーン 津野　裕大

No クラス チーム名 氏　　　　名

1 男子中級 TEAM LAT 西川 大哉

2 男子中級 ファイヤーズ 島田　博    （ シマダ　ヒロシ ）

3 男子中級 あんばらんす 大川　崇（おおかわ　たかし）

4 男子中級 フリー 島本 秀俊   （ シマモト ヒデトシ  ）

5 男子中級 神田テニスクラブ 福島 浩純   （ フクシマ ヒロズミ ）

6 男子中級 神田テニスクラブ 宮嶋 康輔   （ ミヤジマ ヤススケ ）

7 男子中級 skop 宮村 浩平    （ ミヤムラ コウヘイ）

8 男子中級 フリー 山崎 喜次   （やまさき よしつぐ）

9 男子中級 フリー 山崎 風友真    （ やまさき ふうま ）

10 男子中級 神田テニスクラブ 香川 直也    （ カガワ ナオヤ ）

11 男子中級 豊の梅 平野 大樹   （ ヒラノ ダイキ ）



12 男子中級 ファイヤーズ 戸梶 充宏　   トカジ ミツヒロ

13 男子中級 フリー 下元 智暉　  シモモト トモキ

14 男子中級 win 武中 レイ    （ たけなか れい ）

15 男子中級 近森病院付属看護学校 田村 汰仁   タムラ タイト

16 男子中級 高知大学 田守 拓朗　タモリ タクロウ

17 男子中級 win 成岡 智昭　 ナルオカ トモアキ

18 男子中級 高知大学 小林 佑和    （ コバヤシ ユウワ ）

19 男子中級 win 橋本 竜也   （ ハシモト タツヤ ）

20 男子中級 高知南高校 森田 和明

21 男子中級 フリー 植野 雄太      ( ウエノ ユウタ )

22 男子中級 フリー 西村 勇人　　　( ニシムラ ハヤト )

23 男子中級 フリー 寺川 健太郎　 テラカワ ケンタロウ

24 男子中級 ハリウッド 谷脇  聡   タニワキアキラ

25 男子中級 アリス 竹村　幸助

26 男子中級 アリス 植田　丘也

27 男子中級 スマイリング 福本　憲一

No クラス チーム名 氏　　　　名

1 男子初級 team　SB 中平 友杜　なかひら ゆうと

2 男子初級 team　SB 畠中 憲太　はたけなか けんた

3 男子初級 team　SB 磯﨑 隼斗　いそざき はやと

4 男子初級 フリー 長沼 鉄朗    （ ナガヌマ テツロウ ）



5 男子初級 フリー 山﨑　聡    ヤマサキ　サトシ

6 男子初級 アンバランス 橋本 淳　ハシモト ジュン

7 男子初級 フリー 小松 周平   ( コマツ シュウヘイ )

8 男子初級 フリー 瀬尾 公輔　　（　セオ コウスケ　）

9 男子初級 あんばらんす 増井 新吾　（ マスイ シンゴ ）

10 男子初級 フリー 山﨑 浩明    （ やまさき ひろあき ）

11 男子初級 バードヨシノリ 土居 義典    ドイ ヨシノリ

12 男子初級 明徳義塾中高校 西山  響   （ ニシヤマ ヒビキ ）

13 男子初級 明徳義塾中高校 山下 矩明   （ ヤマシタ ノリアキ ）

14 男子初級 明徳義塾中高校 濱田 祐輝   （ ハマダ ユウキ ）

15 男子初級 明徳義塾中高校 吉田 潤生   （ ヨシダ ヒロキ ）

16 男子初級 明徳義塾中高校 中平 大地   （ ナカヒラ ダイチ ）

17 男子初級 明徳義塾中高校 田中 拓馬   （ タナカ タクマ ）

18 男子初級 明徳義塾中高校 オット・カルヴィン  （ オット・カルヴィン ）

19 男子初級 フリー 川添 勇樹    （ カワゾエ ユウキ ）

20 男子初級 垣内テニス部 小野 省一    ( オノ ショウイチ )

21 男子初級 無所属   フリー 西川 文　　　(　ニシカワ ブン　)

22 男子初級 ばんぶるびーず 石田 智基   （ イシダ トモキ ）

23 男子初級 高知大学 田中　颯真　　(　タナカ　ソウマ　)

24 男子初級 潮江中学校 森田 智輝

25 男子初級 神田テニスクラブ 高野 澄夫　タカノ スミオ

26 男子初級 神田テニスクラブ 河渕 真士　コウブチ シンジ



27 男子初級 フリー 野口 雄太　（ ノグチ ユウタ ）

28 男子初級 フリー 伊藤 裕輔    イトウ ユウスケ

29 男子初級 フリー 松岡 達臣      （ マツオカ　タツオミ ）

30 男子初級 フリー 濱川信平

31 男子初級 フリー 浜田 周平  （ ハマダ シュウヘイ ）

32 男子初級 フリー 佐々木  悠   （ ササキ ユウ ）

33 男子初級 フリー 青木 厚博    アオキ アツヒロ

No クラス チーム名 氏　　　　名

1 壮年男子 フリー 伏木 國博    （ フシキ クニヒロ ）

2 壮年男子 MRS 土居　優　ドイ　ユウ

3 壮年男子 神田テニスクラブ 武市　享    （ タケチ トオル  ）

4 壮年男子 カワマート 安岡 宏次  （ やすおか こうじ ）

5 壮年男子 チーム中澤 丹治 義雅　( タンジ ヨシマサ )

6 壮年男子 カワマート 河原 宜人　カワハラ ヨシヒト

7 壮年男子 ZERO 大森 史和    （ オオモリ フミカズ ）

8 壮年男子 カワマート 中島　稔      ナカジマ ミノル

9 壮年男子 チーム中澤 山﨑 慎介   ヤマサキ シンスケ

10 壮年男子 フリー 北代 英策　  キタダイ エイサク

11 壮年男子 あいほん屋 宇賀 寛明



No クラス チーム名 氏　　　　名

1 女子 明徳義塾中高校 久保田 真未   （ クボタ マナミ ）

2 女子 明徳義塾中高校 橋本 愛美    （ ハシモト マナミ ）

3 女子 スカイ 尾崎 千春   （ オザキ チハル ）

4 女子 フリー 矢野 寛子      ( ヤノ ヒロコ  )

5 女子 伊野中学校 金子 瑠来  （ カネコ ルラ ）
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