
　参加申込いただきありがとうございます
今回は名古屋港緑地保全協会の協力を得て富浜緑地での開催となります
オムニコート８面を使い開催します　
申込いただいた方には全員参加いただけるように出来るだけ努力します
まだ先のことですが開催日近くになりましたら
ホームページで大会の内容などをお知らせしていきます

　　参加費(２０００円)は５月14日までに振込をお願いします
　　振込いただき受付けとさせていただきます

　　　まとめて振込いただいてもかまいませんがその旨をメールで連絡ください
　　　　「mail@owari-tennis.net」までお願いします
　※ｷｬﾝｾﾙ待ちの方は振込はしないでください
　　また開催日前にホームページを確認ください　
　　集合時間や連絡事項を案内させていただきます

この申込一覧は２，３日で更新をかけます　更新日時以前に申し込みをされた方で
　名前記載がない場合はこちらに届いていないため再度申込ください

　振込先：三菱東京UFJ銀行
　　　　津島支店 普通口座：0117771 名義：尾張テニスネットワーク

2017/5/22 10:14 現在
1 2017/3/1 10:15 西山 大樹 男子 小４ 刈谷テニスパーク

2 2017/3/1 10:30 堀場 祐介 男子 小５ メインテニスクラブ

3 2017/3/1 11:04 山岸 悠真 男子 小５ メインテニスクラブ

4 2017/3/1 11:20 後藤 将斗 男子 小６ CIAOテニスクラブ

5 2017/3/1 11:39 住藤 拓人 男子 小５ 若鳩インドアTC

6 2017/3/1 11:41 住藤 大雅 男子 小４ 若鳩インドアTC

7 2017/3/1 12:08 後藤 章一郎 男子 小６ N.TennisAcademy

8 2017/3/1 13:17 一柳 佑樹 男子 小５ 若鳩インドアTC

9 2017/3/1 13:39 林 磨和 男子 小５ 木曽川ローンTC

10 2017/3/1 17:24 秋月 惟吹 男子 小６ 若鳩インドアTC

11 2017/3/1 18:41 佐藤 天真 男子 小６ 若鳩インドアTC

12 2017/3/1 21:21 中野 寛太 男子 小５ メインテニスクラブ

13 2017/3/2 3:59 小久保 尚哉 男子 小５ 若鳩インドアTC

14 2017/3/2 4:02 小久保 智貴 男子 小３ 若鳩インドアTC

15 2017/3/2 8:33 岩根 蓮慈 男子 小５ 若鳩インドアTC

16 2017/3/2 9:05 隠岐 大志 男子 小６ 若鳩インドアTC

17 2017/3/2 15:10 川口 航右 男子 小６ ミズノテニスクラブ

18 2017/3/2 16:10 岡田 幸樹 男子 小６ CIAOテニスクラブ

19 2017/3/2 18:19 鈴木 亮 男子 小３ CIAOテニスクラブ

20 2017/3/2 20:48 河野 航大 男子 小６ ミズノテニスクラブ

21 2017/3/2 20:52 所 泰成 男子 小６ ミズノテニスクラブ

22 2017/3/2 21:12 坪井 優之介 男子 小５ 若鳩インドアTC

23 2017/3/4 10:51 堀川 勇作 男子 小５ CIAOテニスクラブ

24 2017/3/6 11:17 青木 裕杜諮 男子 小３ 三和テニス

25 2017/3/6 13:33 尾藤 瑠海 男子 小５ CIAOテニスクラブ

26 2017/3/6 16:12 廣辻 柑介 男子 小６ 若鳩インドアTC

27 2017/4/11 13:29 牧野 夏生 男子 小４ インドアテニス一宮

28 2017/4/11 17:17 稲田 路易 男子 小５ インドアテニス一宮

29 2017/4/11 21:06 大村 洸太朗 男子 小３ インドアテニス一宮

30 2017/4/14 12:31 西村 友希 男子 小５ ＷＩＭテニスクラブ岐阜

31 2017/4/14 22:34 鈴木 啓太 男子 小５ ＷＩＭテニスクラブ岐阜

32 2017/4/30 6:35 上川 慶太郎 男子 小５ クラブSG

33

34

1 2017/3/1 17:48 小笠原 里桜 女子 小４ CIAOテニスクラブ

2 2017/3/2 17:24 日野 おと 女子 小５ 若鳩インドアTC

3 2017/3/3 6:27 真鍋 佳之 女子 小５ PINTOテニスプラブ

4 2017/3/5 21:28 菊野 心々夏 女子 小３ CIAOテニスクラブ

5 2017/3/6 11:21 青木 祐李音 女子 小５ 三和テニス

6 2017/4/11 17:20 船橋 弥子 女子 小４ インドアテニス一宮

7 2017/4/15 14:56 杉本 和香穂 女子 小５ みさとテニスクラブ

8 2017/4/15 18:45 坂元 佑羽 女子 小６ みさとテニスクラブ

富浜 ジュニアfriendship杯

　　振込名義は氏名の後にジュニアと入れて下さい　例：「アサダ　マオ＿ジュニア」


