
福山 地　区
記載者

姓名(学年) 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 姓名(学年) 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 校　名 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 校　名 姓名(学年) 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 姓名(学年) 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 校　名 姓ﾌﾘｶﾞﾅ 校　名

1 藤井　　純(2) ﾌｼﾞｲ ・大本　　宙(1) ｵｵﾓt 銀河学院 1 奥迫　宏行(2) ｵｸｻﾞｺ 福山工業 1 川瀬　彩乃(2) ｶﾜｾ ・宮本　京佳(2) ﾐﾔﾓﾄ 盈進 1 川瀬　彩乃(2) ｶﾜｾ 盈進

2 山本　優成(2) ﾔﾏﾓﾄ ・山﨑　　蓮(2) ﾔﾏｻｷ 大門 2 幸野　勇太(2) ｺｳﾉ 府中 2 上村　　愛(2) ｳｴﾑﾗ ・和田　美晴(2) ﾜﾀﾞ 府中 2 原野　　葵(2) ﾊﾗﾉ 戸手

3 出原　珂途(2) ｲﾃﾞﾊﾗ ・瀧口　　楓(2) ﾀｷｸﾞﾁ 盈進 3 藤井　　純(2) ﾌｼﾞｲ 銀河学院 3 冨原　花菜(2) ﾄﾐﾊﾗ ・髙橋　佳那(2) ﾀｶﾊｼ 福山葦陽 3 宮本　京佳(2) ﾐﾔﾓﾄ 盈進

3 長谷川恵一(2) ﾊｾｶﾞﾜ ・関藤　涼介(1) ｾｷﾄｳ 市立福山 3 山本　優成(2) ﾔﾏﾓﾄ 大門 3 藤井　理紗(2) ﾌｼﾞｲ ・松本　幸知(2) ﾏﾂﾓﾄ 盈進 3 桑田　楓花(1) ｸﾜﾀﾞ 福山明王台

5 胃甲　結人(2) ｲｺｳ ・享保　光希(2) ｷｮｳﾎ 府中 5 大本　　宙(1) ｵｵﾓt 銀河学院 5 田盛　詩野(2) ﾀﾓﾘ ・松尾　碧織(2) ﾏﾂｵ 府中 5 松尾　碧織(2) ﾏﾂｵ 府中

5 梶山　結都(2) ｶｼﾞﾔﾏ ・幸野　勇太(2) ｺｳﾉ 府中 5 壇上　悠図(1) ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ 福山工業 5 荒崎こころ(1) ｱﾗｻｷ ・田中　伶奈(2) ﾀﾅｶ 市立福山 5 冨原　花菜(2) ﾄﾐﾊﾗ 福山葦陽

5 大平　泰徳(2) ｵｵﾋﾗ ・桒田　向輝(2) ｸﾜﾀﾞ 府中 5 出原　珂途(2) ｲﾃﾞﾊﾗ 盈進 5 原野　　葵(2) ﾊﾗﾉ ・岡田　彩良(2) ｵｶﾀﾞ 戸手 5 三浦　久実(2) ﾐｳﾗ 福山誠之館

5 奥迫　宏行(2) ｵｸｻﾞｺ ・壇上　悠図(1) ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ 福山工業 5 藤原　丈也(2) ﾌｼﾞﾜﾗ 盈進 5 三藤　菜月(2) ﾐﾄｳ ・木坂　咲良(2) ｷｻｶ 大門 5 松本　幸知(2) ﾏﾂﾓﾄ 盈進

9 行武　大輝(2) ﾕｸﾀｹ ・森原　快翔(1) ﾓﾘﾊﾗ 府中東 9 青井　大空(2) ｱｵｲ 福山葦陽 9 三宅　彩音(2) ﾐﾔｹ ・佐藤　結菜(2) ｻﾄｳ 福山葦陽 9 山田　心暖(1) ﾔﾏﾀﾞ 府中

9 佃　　知樹(2) ﾂｸﾀﾞ ・松本　佳晃(2) ﾏﾂﾓﾄ 福山誠之館 9 杉原　祈竜(2) ｽｷﾞﾊﾗ 福山葦陽 9 藤原　羽月(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ・小林　美優(2) ｺﾊﾞﾔｼ 福山誠之館 9 荒崎こころ(1) ｱﾗｻｷ 市立福山

9 杉原　祈竜(2) ｽｷﾞﾊﾗ ・石黒　琥煌(2) ｲｼｸﾞﾛ 福山葦陽 9 山本　翔世(1) ﾔﾏﾓﾄ 福山工業 9 谷口菜々子(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ・児玉　葉月(1) ｺﾀﾞﾏ 銀河学院 9 和田　美晴(2) ﾜﾀﾞ 府中

9 末永　一真(1) ｽｴﾅｶﾞ ・髙橋　蓮翔(1) ﾀｶﾊｼ 市立福山 9 大平　泰徳(2) ｵｵﾋﾗ 府中 9 河村季沙希(2) ｶﾜﾑﾗ ・長友　愛莉(2) ﾅｶﾞﾄﾓ 府中 9 児玉　葉月(1) ｺﾀﾞﾏ 銀河学院

9 村上　　学(2) ﾑﾗｶﾐ ・山根　快斗(2) ﾔﾏﾈ 福山明王台 9 藤井　悠貴(2) ﾌｼﾞｲ 銀河学院 9 藤原　愛海(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ・大里　莉子(2) ｵｵｻﾄ 大門 9 三藤　菜月(2) ﾐﾄｳ 大門

9 土江　陽翔(2) ﾂﾁｴ ・石氷　健人(2) ｲｼｺﾞｵﾘ 大門 9 関藤　涼介(1) ｾｷﾄｳ 市立福山 9 松木麻優里(2) ﾏﾂｷ ・花木　　景(2) ﾊﾅｷ 福山明王台 9 池田宇利子(2) ｲｹﾀﾞ 大門

9 谷本　雅斗(2) ﾀﾆﾓﾄ ・野原　　湊(2) ﾉﾊﾗ 盈進 9 村上　　学(2) ﾑﾗｶﾐ 福山明王台 9 恵谷　暁音(1) ｴﾔ ・藤井　亜弥(1) ﾌｼﾞｲ 福山葦陽 9 安倍　湖羽(2) ｱﾍﾞ 府中

9 鈴木　涼斗(2) ｽｽﾞｷ ・今井　拓斗(2) ｲｼｲ 盈進 9 梶山　結都(2) ｶｼﾞﾔﾏ 府中 9 小塩　　楓(2) ｺｼｵ ・早水　結香(2) ﾊﾔﾐ 盈進 9 田盛　詩野(2) ﾀﾓﾘ 府中

17 17 佃　　知樹(2) ﾂｸﾀﾞ 福山誠之館 17 ・ 17 佐長　杏美(2) ｻﾁｮｳ 府中

17 17 山根　快斗(2) ﾔﾏﾈ 福山明王台 17 ・ 17 髙橋　佳那(2) ﾀｶﾊｼ 福山葦陽

17 17 岡田　雅人(2) ｵｶﾀﾞ 福山明王台 17 ・ 17 田中　伶奈(2) ﾀﾅｶ 市立福山

17 17 長谷川恵一(2) ﾊｾｶﾞﾜ 市立福山 17 ・ 17 藤原　愛海(2) ﾌｼﾞﾜﾗ 大門

17 17 石氷　健人(2) ｲｼｺﾞｵﾘ 大門 17 ・ 17 早川　美羽(1) ﾊﾔｶﾜ 福山誠之館

17 17 佐藤　颯真(2) ｻﾄｳ 大門 17 ・ 17 浅利　春那(2) ｱｻﾘ 福山明王台

17 17 桒田　向輝(2) ｸﾜﾀﾞ 府中 17 ・ 17 藤原　羽月(2) ﾌｼﾞﾜﾗ 福山誠之館

17 17 茅本　健正(1) ｶﾔﾓﾄ 広大附福山 17 ・ 17 谷口菜々子(1) ﾀﾆｸﾞﾁ 銀河学院
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ダブルス、シングルスとも、フルネームで記入し
てください。

名前の末尾に、学年が分かるよう、(1)、(2)、(3)
を付けてください。
 入力例)   相良　展広(3)

県 大 会 出 場 者 一 覧 表　（令和3年度県新人戦）
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