
【１２才以下　男子】 ≪ ２　日　目 ≫
　　※１日目のブロック内順位により、１・２位トーナメント、３・４位トーナメントに分かれて試合を行います。
　　※１－①には１日目の第１ブロックの１位が、１－②には第１ブロックの２位が入ります。（他同様）
　　※コンソレーションは、天候不良により中止になりました。
　　※天候不良により、６ゲーム先取にゲーム内容が変更になりました。

〔１・２位トーナメント〕

1-① 谷川　圭斗 ファーイーストJｒ　TA

(2) 谷川　圭斗

7-② 田中　俊輔 VIP　TENNIS ACADEMY 64

(1) 田中　俊輔

6-② 三浦　侑也 KCJテニスアカデミー 65

坂野　元哉

2-① 奈部川　友輝 Ken's インドアテニススクール成田 64
(3) 財満　開志

5-② 財満　開志 ファーイーストJｒ　TA 62
坂野　元哉

4-② 多田　歩純 ロイヤルSCテニスクラブ 63

(4) 坂野　元哉

3-① 坂野　元哉 K－TENNIS－TRAINING 62
松浦　麟太郎

4-① 田子　開翔 KCJテニスアカデミー 61

(5) 田子　開翔

3-② 大門　舜 青葉台ローンテニスクラブ Ｗ．Ｏ

松浦　麟太郎

2-② 鈴木　健人 KCJテニスアカデミー 61
(6) 松浦　麟太郎

5-① 松浦　麟太郎 青葉台ローンテニスクラブ 60
松浦　麟太郎

6-① 藤谷　孟司 きさらづアウルテニスクラブ 60
(8) 藤谷　孟司

1-② 蓮田　大翔 KCJテニスアカデミー 60
藤谷　孟司

7-① 服部　竜大 きさらづアウルテニスクラブ (7) 63

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

谷川　圭斗 (1)
藤谷　孟司

藤谷　孟司 63 (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)



【１２才以下　男子】 ≪ ２　日　目 ≫

〔３・４位トーナメント〕

1-③ 秋葉　翔太 Ken's インドアテニススクール成田

(2)
7-④ 吉川　　徹 ファーイーストJｒ　TA 吉川　　徹

　（1) 吉川　　徹 62
5-④ 石川　奨馬 KCJテニスアカデミー Ｗ．Ｏ

畑澤　真大

2-③ 川本　峻也 きさらづアウルテニスクラブ 60
(4) 加瀬　暖人

4-④ 加瀬　暖人 Ken's インドアテニススクール成田 64

畑澤　真大

3-③ 畑澤　真大 KCJテニスアカデミー (3) 61

浅川　櫂

4-③ 川合　一輝 きさらづアウルテニスクラブ 62

(6) 浅川　櫂

3-④ 山川　湧唯人 ファーイーストJｒ　TA 65
(5) 浅川　櫂

5-③ 浅川　櫂 VIP　TENNIS ACADEMY 61

浅川　櫂

6-③ 大嶋　裕也 Ken's インドアテニススクール成田 63
(8) 大嶋　裕也

1-④ 大熊　樂 TOPインドアステージ亀戸 Ｗ．Ｏ 飯島　崇裕

60
7-③ 飯島　崇裕 KCJテニスアカデミー (7)

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

吉川　　徹 (1)
吉川　　徹

飯島　崇裕 62 (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

【１０才以下　女子】 ≪ ２　日　目 ≫



　　※１日目のブロック内順位により、１・２位トーナメント、３・４位トーナメントに分かれて試合を行います。
　　※１－①には１日目の第１ブロックの１位が、１－②には第１ブロックの２位が入ります。（他同様）
　　※コンソレーションは、天候不良により中止になりました。
　　※天候不良により、６ゲーム先取にゲーム内容が変更になりました。

〔１・２位トーナメント〕

1-① 岩田　莉子 アポロコーストテニスクラブ

(2) 岩田　莉子

3-② 坂輪　瑠伊里 アポロコーストテニスクラブ 62

(1) 坂輪　瑠伊里

2-② 榎本　こころ ルネサンス稲毛 61

岩田　莉子

2-① 坂本　莉子 アポロコーストテニスクラブ 65

(4) 中林　ゆい

1-② 中林　ゆい VIP　TENNIS ACADEMY 63

中林　ゆい

3-① 林　実優 ジュド・ポームテニスクラブ (3) 65

＜コンソレーション＞

(1)

(2)

(3)

(4)

〔３・４位トーナメント〕

1-③ 五頭　蘭 KCJテニスアカデミー

(2) 五頭　蘭

3-④ 小川　はるか ベルビューテニススクール 60

(1) 小川　はるか

2-③ 早坂　梨花 きさらづアウルテニスクラブ 64 五頭　蘭

60
1-④ 桑原　由衣 リフラット株式会社

(3) 桑原　由衣

3-③ 河西　華子 東京都テニス協会 60

＜コンソレーション＞

(1)

(2)

(3)

【１０才以下　男子】 ≪ ２　日　目 ≫



　　※１日目のブロック内順位により、１・２位トーナメント、３・４位トーナメントに分かれて試合を行います。
　　※１－①には１日目の第１ブロックの１位が、１－②には第１ブロックの２位が入ります。（他同様）
　　※コンソレーションは、天候不良により中止になりました。
　　※天候不良により、６ゲーム先取にゲーム内容が変更になりました。

〔１・２位トーナメント〕

1-① 金森　拓斗 TAKE3

(2)
6-② 柳本　晴 VIP　TENNIS ACADEMY 近野　豪樹

(1) 近野　豪樹 63
5-② 近野　豪樹 KCJテニスアカデミー 60

近野　豪樹

2-① 熊倉　直仁 吉田記念テニス研修センター 63
(3) 熊倉　直仁

4-② 田口　裕規 VIP　TENNIS ACADEMY 63
熊倉　直仁

3-① 小高　颯太 アポロコーストテニスクラブ (4) 62

近野　豪樹

4-① 佐藤　駿之介 吉田記念テニス研修センター 60

(6) 堀　晃久

3-② 清原　駿介 KCJテニスアカデミー 65
(5) 堀　晃久

5-① 堀　晃久 青葉台ローンテニスクラブ 63

堀　晃久

2-② 松岡　玲央 青葉台ローンテニスクラブ 65
(8) 松岡　玲央

1-② 田島　圭一朗 TOPインドアステージ亀戸 61 松岡　玲央

64
6-① 藤谷　卓生 きさらづアウルテニスクラブ (7)

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

熊倉　直仁 (1)
熊倉　直仁

松岡　玲央 65 (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)



【１０才以下　男子】 ≪ ２　日　目 ≫

〔３・４位トーナメント〕

１-③ 竹島　光一 KCJテニスアカデミー

（1) 佐々木　耕大

5-④ 佐々木　耕大 VIP　TENNIS ACADEMY 61

2-③ 谷内　仁 VIP　TENNIS ACADEMY 佐々木　耕大

(3) 谷内　仁 61

4-④ 工藤　奇跡 きさらづアウルテニスクラブ 65 谷内　仁

62
3-③ 福田　遼城 VIP　TENNIS ACADEMY (2)

石井　匡了

4-③ 上原　朋晄 TOPインドアステージ亀戸 60
(5) 石井　匡了

3-④ 渡辺　琉晟 青葉台ローンテニスクラブ 62
(4) 石井　匡了

5-③ 石井　匡了 アポロコーストテニスクラブ Ｗ．Ｏ

石井　匡了

2-④ 橋本　昂樹 KION 60
(7) 橋本　昂樹

1-④ 関戸　孝太朗 VIP　TENNIS ACADEMY 65
周防　莉史

6-③ 周防　莉史 ファーイーストJｒ　TA (6) 62

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

谷内　仁 (1)
谷内　仁

周防　莉史 61 (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

【１４才以下　男子】 ≪ ２　日　目 ≫

　　※１日目のブロック内順位により、１・２位トーナメント、３・４位トーナメントに分かれて試合を行います。
　　※１－①には１日目の第１ブロックの１位が、１－②には第１ブロックの２位が入ります。（他同様）
　　※コンソレーションは、天候不良により中止になりました。
　　※天候不良により、６ゲーム先取にゲーム内容が変更になりました。



〔１・２位トーナメント〕

1-① 文　陽和 VIP　TENNIS ACADEMY

(1) 文　陽和

4-② 森　幸太郎 きさらづアウルテニスクラブ 63

松崎　稜太郎

3-② 片山　泰一 きさらづアウルテニスクラブ 62

(2) 松崎　稜太郎

2-① 松崎　稜太郎 KCJテニスアカデミー 63

松崎　稜太郎

3-① 富田　琉雅 アポロコーストテニスクラブ 63

(3) 富田　琉雅

2-② 朝倉　倖響 ファーイーストJｒ　TA 60

富田　琉雅

1-② 山口　海飛 AK Tennis Katsuura 62

(4) 山口　海飛

4-① 降旗　友也 VIP　TENNIS ACADEMY 64

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

文　陽和 (1)
文　陽和

山口　海飛 63 (2)

(3)

(4)

〔３・４位トーナメント〕

1-③ 早坂　竜馬 きさらづアウルテニスクラブ

(1) 早坂　竜馬

4-④ 中川　友樹 青葉台ローンテニスクラブ Ｗ.Ｏ

早坂　竜馬

3-④ 山口　喬士 VIP　TENNIS ACADEMY　    欠場 Ｗ.Ｏ

(2)
2-③ 渡辺　歩翔 青葉台ローンテニスクラブ　　欠場

早坂　竜馬

3-③ 神谷　優貴 C－FETZ　テニスアカデミー 62

(3) 神谷　優貴

2-④ 波多　健児 VIP　TENNIS ACADEMY Ｗ.Ｏ

金田　航介

1-④ 鈴木　雄太 C－FETZ　テニスアカデミー 62

(4) 金田　航介

4-③ 金田　航介 C－FETZ　テニスアカデミー 65

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

(1)

(2)

(3)

(4)


	順位ﾄｰ

