
日 時 　平成３０年３月２７日（火）～３０日（金）

会 場 　東山公園テニスセンター（砂入人工芝）

主 催 　愛知県テニス協会

協 力 　SPORTS SUNRISE.COM

レ フ ェ リ ー 　岸　本　　歩

３月２７日（火） ３月２８日（水） ３月３０日（金）

８：５０　ＮＯ、１～６４

男子 11:00 ＮＯ、６５～１２８ 残り 予備日

引き続きＦまで

８：５０　１Ｒ

女子 １０：００　２Ｒ 予備日

引き続きＦまで

注意事項

１．コール時間の１０分前までに着替えて本部に出席を届けてください。

２、ウエアはルールブック通りです。

３、試合はすべて６ゲーム先取です。 試合はすべてセルフジャッジで、試合前の練習はサービス４本です
４、試合球はダンロップステージ１グリーンです。

５、試合終了後勝者はスコアーを本部まで届けてください。試合球は敗者の持ち帰りです

６、天候その他の理由により、会場および試合方法、日程に変更がある場合があります
　雨天の場合は必ずレフェリーの指示を受けてください。
試合進行により予定通りに終了できないときは、予備日を利用します。
７、空き缶、ごみなどは必ずすべて持ち帰ってください。

８、会場でのケガなどについては応急手当をしますが、以後の処置は個人で行ってください

９．ラケットのステンシルマークは可
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APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION

St Seed Name 1R 2R 3R 4R 5R SF

1 V0052 川口 隼斗 ｱｽﾞｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 川口 隼斗

2 bye    及位 洋介

3 V0072 及位 洋介 春日井ＰＴＣ 及位 洋介 62

4 V0082 別所 温大 西尾ＬＴＣ 61 及位 洋介

5 W0022 石川 航 Ｉt’s 春日井 関谷 諒太 60

6 V0097 関谷 諒太 ﾆｯｹﾃﾆｽﾄﾞｰﾑ 62 高橋 蓮士

7 W0028 小野原 悠浬 CIAOﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 高橋 蓮士 64

8 W0039 高橋 蓮士 チェリーＴＣ 62 及位 洋介

9 W0005 水谷 颯太 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 水谷 颯太 65

10 W0020 比嘉 一颯 ﾗｲｽﾞﾃﾆｽｽｸｰﾙ 63 水谷 颯太

11 X0009 三橋 知生 春日井ＰＴＣ 長谷川 湧飛 61

12 V0101 長谷川 湧飛 ｳｨﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ瀬戸 62 清水 賀公

13 W0044 三浦 涼太 諸の木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 三浦 涼太 60

14 X0006 水野 日生吾 ﾗｲｽﾞﾃﾆｽｽｸｰﾙ 61 清水 賀公

15 V0011 奥野 翔也 ｸﾞﾘｰﾝ&ｸﾞﾘｰﾝTC 清水 賀公 61

16 V0048 清水 賀公 TEAM KOMADA 60 村瀬 公一

17 V0018 永田 温人 森林ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞTC 永田 温人 65

18 bye    永田 温人

19 X0011 老平 丈晃 ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ 岸本 渉 60

20 W0011 岸本 渉 西尾ＬＴＣ 61 永田 温人

21 W0006 可兒 悠雅 CROSS ROAD 加藤 遼 60

22 W0049 加藤 遼 西尾ＬＴＣ 62 加藤 遼

23 W0042 岩田 寿音 木曽川ＬＴＣ 倉知 佑来 60

24 V0095 倉知 佑来 春日井ＰＴＣ 61 村瀬 公一

25 V0051 水谷 文穗 Ｔ.Ｉ.Ａ尾西 安井 清悟 60

26 W0014 安井 清悟 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 61 髙根 隆之靖

27 W0016 髙根 隆之靖 ﾗｲｽﾞﾃﾆｽｽｸｰﾙ 髙根 隆之靖 61

28 Y0001 比楽 翔大 西尾ＬＴＣ 60 村瀬 公一

29 V0104 古谷 啄巳 邦和みなとｲﾝﾄﾞｱTS 古谷 啄巳 60

30 W0038 廣瀬 葵晴 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 63 村瀬 公一

31 bye 村瀬 公一 60

32 V0023 村瀬 公一 若鳩ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ    小野 倫太郎

33 V0010 小野 倫太郎 ｸﾞﾘｰﾝ&ｸﾞﾘｰﾝTC 小野 倫太郎 61
34 bye    小野 倫太郎

35 V0069 西部 颯馬 春日井ＰＴＣ 伊奈 利士輝 60

36 V0074 伊奈 利士輝 STSS 61 小野 倫太郎

37 V0020 河田 敦貴 TEAM KOMADA 河田 敦貴 60

38 V0110 小島 友希 佐々ＪＴＳ 63 都築 董紋

39 V0045 都築 董紋 西尾ＬＴＣ 都築 董紋 63

40 W0032 美濃島 利希 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 60 小野 倫太郎

41 W0003 新谷 直也 森林ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞTC 新谷 直也 61

42 X0004 川口 将吾 ｱｽﾞｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 60 新谷 直也

43 V0050 河野 壯和 チェリーＴＣ 河野 壯和 65

44 W0024 塩谷 悠生 ｸﾞﾘｰﾝ&ｸﾞﾘｰﾝTC 60 宇佐美 撰里

45 V0054 近藤 孝洋 Ｔips 宇佐美 撰里 64

46 X0003 宇佐美 撰里 CIAOﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 62 宇佐美 撰里

47 bye 新堀 颯大 63

48 V0071 新堀 颯大 ﾗｲｽﾞﾃﾆｽｽｸｰﾙ    小野 倫太郎

49 V0012 清水 凛太朗 ｸﾞﾘｰﾝ&ｸﾞﾘｰﾝTC 清水 凛太朗 63

50 bye    清水 凛太朗

51 V0119 子安 稜大 ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ 辻村 太一 61

52 W0013 辻村 太一 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 60 清水 凛太朗

53 W0023 石川 侑弥 ｸﾞﾘｰﾝ&ｸﾞﾘｰﾝTC 河村 弘靖 64

54 V0089 河村 弘靖 STSS 60 村上 颯太郎

55 V0094 茂川 春輝 ﾗｲｽﾞﾃﾆｽｽｸｰﾙ 村上 颯太郎 63

56 V0047 村上 颯太郎 諸の木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 60 山田 海

57 W0031 福岡 新太 ｽﾎﾟﾙﾄﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 福岡 新太 63

58 V0117 三神 圭佑 Ｔips 60 福岡 新太

59 V0070 隅田 周吾 ﾗｲｽﾞﾃﾆｽｽｸｰﾙ 馬場 心汰 64

60 V0088 馬場 心汰 SHOW.T.P 62 山田 海 F

61 V0024 山田 海 Ｎﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 山田 海 60

62 V0091 松岡 直澄 チェリーＴＣ 62 山田 海

63 bye 長﨑 一樹 63

64 V0028 長﨑 一樹 竜美丘ＴＣ    

男子シングルス

谷川 瑛彦 62

愛知県小学生テニス大会（グリーンボール）

WINNER

小野 倫太郎 小野 倫太郎

①

2018/3/26- 2018/3/30

A-①



APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION

St Seed Name 1R 2R 3R 4R 5R SF

男子シングルス

愛知県小学生テニス大会（グリーンボール） 2018/3/26- 2018/3/30

65 V0037 元倉 八雲 TEAM KOMADA 元倉 八雲

66 bye    元倉 八雲

67 X0008 丸喜 康太郎 春日井ＰＴＣ 佐藤 良祐 61

68 V0105 佐藤 良祐 邦和みなとｲﾝﾄﾞｱTS 60 元倉 八雲

69 V0100 加藤 貴博 ｳｨﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ瀬戸 鈴木 琉生 62

70 W0004 鈴木 琉生 森林ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞTC 60 鈴木 琉生

71 V0087 加納 正起 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 加納 正起 61

72 W0018 山田 佳輝 諸の木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 65 伊藤 佑真

73 V0030 安藤 涼 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 安藤 涼 64

74 X0001 大島 陽 CROSS ROAD 60 安藤 涼

75 W0047 蔦 颯人 ｽﾎﾟﾙﾄﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 山本 順己 63

76 W0002 山本 順己 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 60 伊藤 佑真

77 W0045 寺本 優宏 春日井ＰＴＣ 伊藤 佑真 61

78 V0041 伊藤 佑真 CIAOﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 60 伊藤 佑真

79 V0067 丸井 遼太 TENNIS TEAM BEARS 野田 和輝 63

80 V0093 野田 和輝 名古屋ＧＴＣ 61 前田 和輝

81 V0058 衣川 信親 森林ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞTC 衣川 信親 62

82 bye    衣川 信親

83 X0005 藤田 宗万 チェリーＴＣ 藤原 日雄吾 60

84 V0111 藤原 日雄吾 佐々ＪＴＳ 63 中山 桧利

85 W0030 中山 桧利 竜美丘ＴＣ 中山 桧利 64

86 W0008 北川 蔵人 若鳩ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 62 中山 桧利

87 W0021 村田 隼一 ﾗｲｽﾞﾃﾆｽｽｸｰﾙ 村田 隼一 60

88 W0043 古藤 伶唯 CROSS ROAD 60 前田 和輝

89 W0041 小木曽 奏太 CIAOﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 中崎 凌麻 60

90 V0022 中崎 凌麻 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 61 中崎 凌麻

91 W0015 野田 透羽 竜美丘ＴＣ 三浦 虎次朗 65

92 V0057 三浦 虎次朗 森林ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞTC 62 前田 和輝

93 W0029 松尾 孔誠 佐々ＪＴＳ 亀山 祐空 64

94 V0086 亀山 祐空 ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽ一宮 61 前田 和輝

95 bye 前田 和輝 62

96 W0001 前田 和輝 ﾗｲｽﾞﾃﾆｽｽｸｰﾙ    谷川 瑛彦

97 V0002 冨田 将暉 KTA 冨田 将暉 64
98 bye    冨田 将暉

99 V0044 木原 渉塁 西尾ＬＴＣ 木原 渉塁 60

100 W0037 日比野 遥介 森林ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞTC 63 冨田 将暉

101 W0052 蟹江 皓貴 覚王山ＴＣ 古澤 侑也 61

102 V0043 古澤 侑也 西尾ＬＴＣ 61 古澤 侑也

103 W0009 平野 綾駕 Ｔ.Ｉ.Ａ尾西 増島 拓海 61

104 V0055 増島 拓海 春日井ＰＴＣ 65 冨田 将暉

105 V0099 佐藤 圭悟 チェリーＴＣ 佐藤 圭悟 61

106 V0113 設楽 陽佑 ｽﾎﾟﾙﾄﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 61 小久保 智貴

107 W0007 小久保 智貴 若鳩ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 小久保 智貴 60

108 V0031 村本 悠斗 竜美丘ＴＣ 61 小久保 智貴

109 X0007 小荒田 里虎 佐々ＪＴＳ 香川 侑大 62

110 V0122 香川 侑大 刈谷ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ    W.O. 長谷川 雄也

111 bye 長谷川 雄也 63

112 V0090 長谷川 雄也 チェリーＴＣ    谷川 瑛彦

113 V0021 谷川 瑛彦 Ｔips 谷川 瑛彦 62

114 V0085 大村 幸汰 ﾊﾘｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 60 谷川 瑛彦

115 V0081 勝瀬 寛大 諸の木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 丸山 慶来 60

116 W0036 丸山 慶来 ｳｨﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ瀬戸 61 谷川 瑛彦

117 V0036 加藤 壮蹟 ﾊﾘｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 加藤 壮蹟 61

118 W0051 大北 純也 覚王山ＴＣ 60 近藤 晃世

119 V0080 土井 祐樹 ｳｨﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ瀬戸 近藤 晃世 65

120 W0025 近藤 晃世 ﾊﾘｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 64 谷川 瑛彦

121 W0035 賀田野 陽 覚王山ＴＣ 賀田野 陽 65

122 V0116 比楽 羚太 西尾ＬＴＣ 63 阪野 聖博

123 V0014 阪野 聖博 佐々ＪＴＳ 阪野 聖博 61

124 W0019 池岡 周馬 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 65 高橋 昂生

125 W0034 間瀬 巧望 南愛知ＴＣ 田沢 蒼登 62

126 V0068 田沢 蒼登 若鳩ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 63 高橋 昂生 村瀬 公一 前田 和輝

127 bye 高橋 昂生 60 前田 和輝 63

128 V0066 高橋 昂生 チェリーＴＣ    

②

A-②

3位決定戦



APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION

No. Seed Name 1R 2R 3R 4R SF F

1 V0522 上村 睦実 team-N.1 上村 睦実

2 bye    上村 睦実

3 W0504 島田 菜帆 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 島田 菜帆 64

4 V0531 加藤 由菜 ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽ一宮 60 上村 睦実

5 V0535 淺井 美緒 木曽川ＬＴＣ 加藤 大愛 60

6 V0532 加藤 大愛 ｳｨﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ瀬戸 65 永田 花保

7 X0501 永田 花保 森林ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞTC 永田 花保 63

8 V0534 高田 小綸 ﾗｲｽﾞﾃﾆｽｽｸｰﾙ 60 上村 睦実

9 V0518 宮下 瑠衣 春日井ＰＴＣ 宮下 瑠衣 63

10 bye    上瀧 乃々果

11 W0517 鈴木 彩永 ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ 上瀧 乃々果 60

12 V0528 上瀧 乃々果 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 61 田島 叶萌

13 V0533 花井 帆夏 ﾗｲｽﾞﾃﾆｽｽｸｰﾙ 服部 友維 62

14 V0513 服部 友維 覚王山ＴＣ 60 田島 叶萌

15 bye 田島 叶萌 63

16 V0506 田島 叶萌 メインテニスクラブ    上村 睦実

17 W0509 関 桜子 覚王山ＴＣ 関 桜子 60

18 bye    関 桜子

19 X0504 村上 英里依 春日井ＰＴＣ 早田 葵衣 60

20 X0510 早田 葵衣 CIAOﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 60 関 桜子

21 V0536 天谷 有良 ｳｨﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ瀬戸 天谷 有良 61

22 X0507 松田 楓子 チェリーＴＣ 62 高橋 彩花

23 bye 高橋 彩花 60

24 X0503 高橋 彩花 Ｔ.Ｉ.Ａ尾西    関 桜子

25 V0544 海道 七葉 ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ 海道 七葉 63

26 bye    赤羽 鳳

27 V0520 赤羽 鳳 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 赤羽 鳳 63

28 W0507 加戸 まのん 邦和みなとｲﾝﾄﾞｱTS 61 高井 和香

29 V0529 高井 和香 Ｔips 高井 和香 62

30 W0514 竹内 心咲 CROSS ROAD 60 高井 和香

31 bye 森 佳子 65

32 W0513 森 佳子 名古屋ＬＴＣ    上村 睦実

33 V0539 中尾 陽花 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 中尾 陽花 65
34 bye    北根 才環子

35 V0526 細田 杏莉 Ｔips 北根 才環子 62

36 V0521 北根 才環子 team-N.1 63 北根 才環子

37 X0508 高橋 志緒 チェリーＴＣ 高橋 志緒 60

38 V0541 鈴木 友 ﾗﾑﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 62 佐々木 琴子

39 bye 佐々木 琴子 61

40 W0505 佐々木 琴子 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ    北根 才環子

41 V0530 半場 美結 ﾗｲｽﾞﾃﾆｽｽｸｰﾙ 半場 美結 61

42 bye    資逸 ゆずな

43 V0527 石島 妃菜 CIAOﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 資逸 ゆずな 60

44 V0502 資逸 ゆずな CROSS ROAD 64 資逸 ゆずな

45 W0508 赤羽 蘭 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 松本 理紗 62

46 V0525 松本 理紗 覚王山ＴＣ 60 松本 理紗

47 bye 榊 梨沙 64

48 W0503 榊 梨沙 チェリーＴＣ    菊野 心々夏

49 X0511 駒田 唯衣 木曽川ＬＴＣ 駒田 唯衣 61

50 bye    鈴木 里彩

51 W0512 原田 真央 茨木ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 鈴木 里彩 61

52 V0514 鈴木 里彩 竜美丘ＴＣ 61 新堀 日葵

53 X0509 山下 真尋 Ｔips 新堀 日葵 60

54 V0519 新堀 日葵 ﾗｲｽﾞﾃﾆｽｽｸｰﾙ 60 新堀 日葵

55 bye 上村 華凜 62

56 V0516 上村 華凜 佐々ＪＴＳ    菊野 心々夏

57 V0517 大場 さら 春日井ＰＴＣ 大場 さら 62

58 bye    大口 心優

59 W0515 宮崎 凪咲 西尾ＬＴＣ 大口 心優 62

60 W0511 大口 心優 TEAM KOMADA 62 菊野 心々夏

61 X0506 鳥本 りさ チェリーＴＣ 鳥本 りさ 61 3位決定戦

62 W0510 岩田 真弥 ﾗｲｽﾞﾃﾆｽｽｸｰﾙ 60 菊野 心々夏 関 桜子 北根 才環子

63 bye 菊野 心々夏 61 北根 才環子 63

64 V0508 菊野 心々夏 CIAOﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ    

2018/3/26- 2018/3/30愛知県小学生テニス大会（グリーンボール）

WINNER

女子シングルス




