
【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、初戦敗退者のみとなります。

〔１・２位トーナメント〕

1-① 水野　浩希 ファーイーストＪｒ．ＴＡ

(1） 水野　浩希
4-② 滝田　悠仁 ジュド・ポームテニスクラブ 41.41

水野　浩希
3-② 切替　悠喜 ＫＣＪテニスアカデミー 41.40

(2） 切替　悠喜
2-① 切替　寛貴 ＫＣＪテニスアカデミー 53.54(1)

水野　浩希
3-① 飯田　理月 Ｃ．ＦＥＴＺ 40.42

(3） 飯田　理月
2-② 伊藤　類 ジュド・ポームテニスクラブ 40.54（5）

飯田　理月
1-② 伊藤　青 ジュド・ポームテニスクラブ 53.35.54(6)

(4） 伊藤　青
4-① 丸山　颯太 ファーイーストＪｒ．ＴＡ 40.41

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

切替　悠喜 (1) 滝田　悠仁
伊藤　青 滝田　悠仁

伊藤　青 42.24.42 (2) 切替　寛貴 14.41.53
丸山　颯太

(3) 伊藤　類 53.41
丸山　颯太

(4) 丸山　颯太 54.24.10(4)

〔３・４位トーナメント〕

1-③ 武藤　巧望　 オールサムズテニスクラブ

3-③ 櫻井　涼星 ＶＩＰ　テニスアカデミー

(1) 安藤　竜ノ介 武藤　巧望　
1-④ 安藤　竜ノ介 ＫＣＪテニスアカデミー 53.41 42.54(6)

安藤　竜ノ介
2-③ 岡崎　大河 ＶＩＰ　テニスアカデミー 41.40

(2) 里　頼侍
4-③ 里　頼侍 ＫＣＪテニスアカデミー 24.41.40

＜コンソレーション＞

(1) 櫻井　涼星
櫻井　涼星

(2) 岡崎　大河 41.54(2)



【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、初戦敗退者のみとなります。

〔１・２位トーナメント〕

1-① 渡辺　陽子 ＫＣＪテニスアカデミー

(2) 渡辺　陽子
3-② 立石　あゆ ＶＩＰ　テニスアカデミー 41.41

(1) 﨑山　ひなの
2-② 﨑山　ひなの ジュド・ポームテニスクラブ 45(6).42.41

越川　美優
2-① 町田　愛花 殿山テニスガーデン 41.40

(4) 町田　愛花
1-② 本間　苺花 ファーイーストＪｒ．ＴＡ 41.40

越川　美優
3-① 越川　美優 設備管理ドットコム (3) 40.40

＜コンソレーション＞

(1) 立石　あゆ
立石　あゆ

(2)
本間　苺花

(3) 40.53
本間　苺花

(4) 本間　苺花

〔３・４位トーナメント〕

1-③ 服部　華奈 きさらづアウルテニスクラブ

(2) 玉置　カンナ
3-④ 木村　彩音 ＫＣＪテニスアカデミー 41.45(8).42

(1) 玉置　カンナ
2-③ 玉置　カンナ ファーイーストＪｒ．ＴＡ 41.40 玉置　カンナ

42.54(6)
1-④ 須見　桃子 ＶＩＰ　テニスアカデミー

(３) 須見　桃子
3-③ スーター恵良 ログキャビンテニススクール 54(5).41

＜コンソレーション＞

(1) 木村　彩音
服部　華奈

(2) 服部　華奈 41.41
服部　華奈

(3) スーター恵良 42.24.10(3)



【１２才以下　男子】 ≪ ２　日　目 ≫

　　※１日目のブロック内順位により、１位から4位の順位別トーナメントに分かれて試合を行います。
　　※コンソレーションは、初戦敗退者のみとなります。

〔１位トーナメント〕

1-① 清原　駿介 ＫＣＪテニスアカデミー

清原　駿介
2-① 天野　壱政 ＫＣＪテニスアカデミー 40.42

(1) 天野　壱政
3-① 金川　桂斗 ＶＩＰ　テニスアカデミー 40.40 清原　駿介

42.14.41
4-① 横戸　仁 ＫＣＪテニスアカデミー

(2) 横戸　仁
5-① 塚本　健琉 ＶＩＰ　テニスアカデミー 42.53 工藤　奇跡

04.54(6).42
6-① 工藤　奇跡 きさらづアウルテニスクラブ

(3) 工藤　奇跡
7-① 石黒　龍明 ＶＩＰ　テニスアカデミー 42.24.41

工藤　奇跡
8-① 鳥居　伸之介 ＶＩＰ　テニスアカデミー 42.14.53

(4) 藤谷　卓生
9-① 藤谷　卓生 きさらづアウルテニスクラブ 40.40

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

横戸　仁 (1) 金川　桂斗
藤谷　卓生 塚本　健琉

藤谷　卓生 42.42 (2) 塚本　健琉 24.42.10(8)

石黒　龍明
(3) 石黒　龍明 42.53

石黒　龍明
(4) 鳥居　伸之介 40.40



【１２才以下　男子】 ≪ ２　日　目 ≫

〔２位トーナメント〕

1-② 山田　柊惺 ＶＩＰ　テニスアカデミー

須崎　蓮
2-② 須崎　蓮 ファーイーストＪｒ．ＴＡ 40.53

(1) 須崎　蓮
3-② 久保木　彩登 ＫＣＪテニスアカデミー 40.40 須崎　蓮

40.14.41
4-② 山本　叶人 テニスポート波崎

(2) 井上　慧亮
5-② 井上　慧亮 きさらづアウルテニスクラブ W.O 辻元　陸

42.24.42
6-② 辻元　陸 ＫＣＪテニスアカデミー

(3) 辻元　陸
7-② 金森　拓斗 きさらづアウルテニスクラブ 54（3）.42

辻元　陸
8-② 関口　竜玖 ＫＣＪテニスアカデミー 41.41

(4) 関口　竜玖
9-② 水原　遙哉 ＫＣＪテニスアカデミー 4141

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

井上　慧亮 (1) 久保木　彩登
井上　慧亮 山田　柊惺

関口　竜玖 42.41 (2) 山田　柊惺 45(5).40.10(4)

金森　拓斗
(3) 金森　拓斗 42.42

金森　拓斗
(4) 水原　遙哉 40.42



【１２才以下　男子】 ≪ ２　日　目 ≫

〔３位トーナメント〕

1-③ 小川　拓朗 ベルビューテニススクール

小川　拓朗
2-③ 福田　遼城 ＶＩＰ　テニスアカデミー 41.41

(1) 福田　遼城
3-③ 鬼頭　慧太 きさらづアウルテニスクラブ 40.41 小川　拓朗

45(9).40.42
4-③ 武藤　瑛太 ＶＩＰ　テニスアカデミー

(2) 栁橋　遥大
5-③ 栁橋　遥大 ＫＣＪテニスアカデミー 41.41 丹澤　諒

40.24.10RET
6-③ 鷲巣　康平 ＶＩＰ　テニスアカデミー

(3) 丹澤　諒
7-③ 丹澤　諒 青葉インドアテニススクール 53.40

丹澤　諒
8-③ 平野　桂大 Ｃ．ＦＥＴＺ 40.41

(4) 梅津　玄太郎
9-③ 梅津　玄太郎 ＫＣＪテニスアカデミー 40.14.40

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

栁橋　遥大 (1) 鬼頭　慧太
栁橋　遥大 武藤　瑛太

梅津　玄太郎 35.41.40 (2) 武藤　瑛太 41.42
武藤　瑛太

(3) 鷲巣　康平 42.41
平野　桂大

(4) 平野　桂大 53.24.10(6)



【１２才以下　男子】 ≪ ２　日　目 ≫

〔４位トーナメント〕

1-④ 白鳥　翔大 ログキャビンテニススクール

白鳥　翔大
2-④ 飯田　悠太 Ｃ．ＦＥＴＺ 41.42

(1) 谷川　大雅
3-④ 谷川　大雅 アルドール 53.53 白鳥　翔大

53.41
4-④ 村松　由基 青葉インドアテニススクール

(2) 村松　由基
5-④ 熊野　隼斗 Ｃ．ＦＥＴＺ 42.40 白鳥　翔大

53.42
6-④ 鈴木　大晴 ファーイーストＪｒ．ＴＡ

(3) 伊藤　大地　
7-④ 伊藤　大地　 ＫＣＪテニスアカデミー 35.40.10

伊藤　大地　
8-④ 鈴木　伸治 ＫＣＪテニスアカデミー 40.41

(4) 武藤　遥希
9-④ 武藤　遥希 オールサムズテニスクラブ 41.53

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

村松　由基 (1) 飯田　悠太
村松　由基 飯田　悠太

武藤　遥希 53.35.42 (2) 熊野　隼斗 41.41
鈴木　大晴

(3) 鈴木　大晴 53.41
鈴木　大晴

(4) 鈴木　伸治 42.40



【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、初戦敗退者のみとなります。

〔１・２位トーナメント〕

1-① 服部　竜大 きさらづアウルテニスクラブ

(2) 土井　瞬太郎
3-② 殿原　歩叶 ファーイーストＪｒ．ＴＡ 04.41.54(3)

(1) 土井　瞬太郎
2-② 土井　瞬太郎 ＶＩＰ　テニスアカデミー 42.40

藤谷　孟司
2-① 藤谷　孟司 きさらづアウルテニスクラブ 41.42

(4) 藤谷　孟司
1-② 塩冶　圭太郎 テニスポート波崎 40.53

藤谷　孟司
3-① 桝田　海斗 殿山テニスガーデン (3) 42.41

＜コンソレーション＞

(1) 殿原　歩叶
服部　竜大

(2) 服部　竜大 40.41
桝田　海斗

(3) 桝田　海斗 40.41
桝田　海斗

(4) 塩冶　圭太郎 40.40

〔３・４位トーナメント〕

1-③ 長谷部　光祐 青葉インドアテニススクール

（1) 長谷部　光祐
3-④ 磯野　海旺 ＡＫ勝浦テニスアカデミー 41.41

長谷部　光祐
2-③ 佐藤　晃樹 アルドール 40.42

（2) 村津　遼馬
3-③ 村津　遼馬 青葉インドアテニススクール 42.41

＜コンソレーション＞

(1) 磯野　海旺
佐藤　晃樹

(2) 佐藤　晃樹 42.04.10(7)


