
第 73 回 東海毎日ジュニアテニス選手権大会 

１８．１６．１４．１２歳以下愛知県予選 
 主  催        愛知県テニス協会 
  後    援          毎日新聞社 

  ディレクター       宮尾英俊 

  レフェリー      小林淑一 

  アシスタントレフェリー   服部保弘 

  コートレフェリー     伊藤鋼司、宮田訓好、武田佳久、中村 篤、市川 進、伸居勝巳 

三村 透、中山しい木、尾崎裕治、若林勇希、柴田一平、土田豊彦  

岩田紳吾、松井数久、小川雄己、県競技委員 
 

日 程 表 

 

R.1 
12月 7日 
（土） 

口論義 志段味 名古屋高 名電（神領） 春日丘高 修文大 愛知啓成  
18GS 
➂ ➃ 

➅ ➆ 

16GS 
全 

9:00 

18BS 
➁ ➄ ➅ 

11:00 
16BS 

➀ ➁ ➄ 

➅ ➆ 

9:00 

18BS 
➂ ➃ 

9:00 

18BS 
➀ ➆ 

9:00 

16BS 
➂ ➃ 

9:00 

 18GS 
➀ ➁ ➄ 

9:00 

 

R.1 
12月 8 日 
（日） 

口論義 志段味 名古屋高 名電（神領） 春日丘高 修文大 愛知啓成  

 18GD 
➁ 

9:00 
16BD 
➂ ➃ 

11:00 
16GD 
全 

9:00 

18BD 
➀ ➂ 

9:00 

18BD 
➁ ➃ 

9:00 

16BD 
➀ ➁ 

9:00 

18GD 
➃ 

9:00 

18GD 
➀ ➂ 

9:00 

 

R.1 
12月14日 
（土） 

 
 

口論義 志段味 名経大 高蔵高校     
 14GD 

全 9:00 
12BD 

全 11:00 
12GS 

全 11:00 

14BS 
全 

9:00 

     

R.1 
12月15日 
（日） 

 

口論義 志段味 名経大 高蔵高校     

 14BD 
全 9:00 
12BS 

全 11:00 
12GD 

全 11:00 

 14GS 
全 

9:00 

    



記載時刻は試合開始時刻です。 
14 歳以下男女シングルスブロックファイナリストによる順位戦及び予備日： 
16 歳・18 歳・・・12 月 21・22・24 日、12 歳・14 歳・・・12 月 21・24 日 
 
注意事項 

 1. 14 歳以下男女シングルス予選ブロックファイナリストによる順位戦は 12 月 21 日に予定しています。 
2、時間厳守。試合開始時刻（日程表記載時刻）10 分前までに着替えて、本部に出席を届けてください。 

 3、大会２日前の出場辞退等については補欠を充てます。当日棄権が出た場合、各コートで申し込みを

し 
た希望者（個人登録をしてある者で今回出場の申し込みをして選考されなかった者）の中からドロー

会議時点のポイントランキングの上位者から出場者を決定します。同ポイントの場合は抽選になりま

す。尚、補欠に選出されている選手は優先します。尚、当日棄権の選手は、必ず欠場理由を書いた文

書をファックスまたは郵送で愛知県テニス協会へ送ってください。 
 4、試合はすべて 1 セットマッチ（6 オール後タイブレイク）です。試合前の練習はサービス 4 本としま 

す。試合終了後はセットボール 2 個のうち 1 個を持って勝者がスコアとともに本部へ届け、残り 1
個 
は敗者の持ち帰りとします。 

 5、使用球はダンロップ オーストラリアオープン（AO）です。 
 6、ウエアーの色は問いませんが、ロゴはテニスルールブックの規則どおりとします。 
 7、雨天の場合、必ずコートレフェリーの指示を受けて下さい。 
 8、ブロック勝者は東海大会の申し込み用紙を本部から受け取り、2020 年 2 月 7 日（金）16:00 までに 

郵便振替払込請求書兼受領証のコピーと申し込み用紙を愛知県テニス協会まで郵送下さい。 
 9、選考され、無断で棄権した場合、次の試合に選考されないことがあります。 

10、ゴミは各自が持ち帰ること。各会場に迷惑となる行為を絶対しないこと。   
 11、名古屋・愛工大名電（神領）・修文大・愛知啓成会場は、駐車場がありません。 
 12、撮影をされる方は、当日各会場のコートレフェリーに許可を得てください。 
 



第 73 回東海毎日ジュニア・愛知県予選大会会場地図 
☆口論義運動公園 

http://kourogi.jp/access 

 
 

 

 

☆志段味スポーツランド 

http://www.jpn-sports.com/shidami/access 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆名古

https

 

 

 

☆修文

http:/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古屋中・高 

://www.meig

文大学 

//www.shub

gaku.ac.jp/a

un.ac.jp/out

about/acces

tline/access

s/ 

s/ 

 

 



☆愛工大名電高校神領テニスコート 

JR 中央線神領駅下車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆愛知啓成高校 

http://keisei.ed.jp/access/ 

 
 

 



☆中部大学春日丘高等学校 

http://www.haruhigaoka.ed.jp/senior/location/ 

 
 

 

 

 



☆名古屋経済大学 

http://www.nagoya-ku.ac.jp/access/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆名経大髙蔵中・高 

http://www.takakura-hj.info/ 

 

 

 



 
FAX 送信先︓052-751-0850 

大会運営委員会  御中 

大会レフェリー   様 

 

 

欠  場  届 
 

 

下記大会に申込みしましたが、出場を辞退したく届け出いたします。 

 

 

大 会 名 第 73 回東海毎日ジュニアテニス選手権大会 愛知県予選 

氏 名 
 

 

所 属  

連 絡 先  

出 場 種 目 

 

男子シングルス     歳     ブロック   ドロー№ 

男子ダブルス      歳     ブロック   ドロー№ 

 

女子シングルス     歳     ブロック   ドロー№ 

女子ダブルス      歳     ブロック   ドロー№ 

 

会 場 名  

欠 場 理 由 

 

 

 

提 出 日 年     月     日 

 

 

協会使用欄 

 

レフェリー 

 

 

会場レフェリー 
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アンパイアのつかない（セルフジャッジ）試合 
選手の義務（抜粋） 

 

１．試合のまえに 

（１）「ネットの高さは正しいか」、「シングルス・スティックが立っているか」等、コートが試合に適して

いるかどうかをチェックする。 

（２）ウォームアップの前にトスをする。 

２．判定とコール 

（１）ネットより自分の側に関する判定は、すべて自分の責任である。 

（注）自分で判断できなかったときは、そのボールはグッドである。ただし、相手にその判定に関して

アドバイスを受けてもよいが、相手のアドバイスは最終となる。決して観客の助けを借りてはな

らない。 

（２）判定とコール（「アウト」、「フォールト」等）は、瞬間的に、また大きな声と明確なハンドシグナル

で行わなければならない。 

（注１）シングルスのときは、一旦「アウト（またはフォールト）」とコールし、それを「グッド」と

訂正した場合、そのプレーヤーは失点する。 

ダブルスのときの判定とコールは、ペアーのいずれか一方が行えば、それが最終となる。 

ただし、ペアーの一方が「アウト（またはフォールト）」とコールしたが、そのパートナーが

「グッド」とした場合、そのペアーは失点する。ただし、一方が「フォールト」とコールした

が、パートナーが「（サービスの）レット」とした場合は「レット」となる。 

（注２）「明確なジェスチュア」とは、片方の手を大きく上げるものとする。 

３．カウントのアナウンス→サーバーの義務 

（１）新しいポイント、新しいゲーム、新しいセットの始まるまえには、サーバーは、必ずレシーバーに聞

こえるように大きな声で、カウントをアナウンスしなければならない。 

（注１）レシーバーは、サーバーのカウントアナウンスに対して、同意を示すために、声（「ＯＫ」、「ハ

イ」等）またはジェスチュア（「大きくうなずく」、「手を挙げる」等）によって合図をサーバ

ーに対して送らねばならない。 

サーバーのアナウンスのあと、レシーバーがサーバーに対して何の合図もなしに、サービスに

対する返球の構えに入ったらレシーバーは、サーバーのそのカウントアナウンスを認めたもの

とみなす。 

（注２）カウントアナウンスの例を以下に示す。 

①新しいゲームの始まるまえに、サーバーはかならずそれまでのゲームカウントをアナウンス

する。 

   《例》 「４－３（フォー・スリー）、Ａ」 

②ポイントのカウントは、アンパイアのアナウンスと同じでよい。ただし次のポイントが始ま

る直前にアナウンスすること。 

   《例》 「１５－０（フィフティーン・ラブ）」 

③タイブレークのときも、アンパイアのアナウンスと同じでよい。 

   《例》 「３－０（スリー・ゼロ）、Ａ」 



第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 東海枠 選手一覧

■男⼦シングルス16歳以下 ■⼥⼦シングルス16歳以下

選⼿名 所属 登録 NO 選⼿名 所属 登録 NO

1 丸井 優希 名古屋ＬＴＣ R0029 1 駒⽥ 光⾳ 名東⾼校 R0505

2 2

■男⼦シングルス18歳以下

選⼿名 所属 登録 NO 選⼿名 所属 登録 NO

1 ⼤⽮ 祥⽣ 名古屋⾼校 P0011 1 ⾕ 美七海 誉⾼校 P0506

2 2 ⻑⾕川 愛依 名古屋ＬＴＣ Q0509



第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION シングルス 補欠 選手一覧

■男⼦シングルス12歳以下 ■⼥⼦シングルス12歳以下

選⼿名 所属 登録 NO 選⼿名 所属 登録 NO

1 河⽥ 敦貴 TEAM KOMADA V0020 1 渡邊 愛⾳ ＡＩテニスクラブ V0568

2 上野 優元 ミズノＴＣ X0010 2 新井 菜々 チェリーＴＣ W0538

3 鈴⽊ 琉⽣ ロングウッド W0004 3 桂⽊ 瑠菜 春⽇井ＰＴＣ V0573

■男⼦シングルス14歳以下 ■⼥⼦シングルス14歳以下

選⼿名 所属 登録 NO 選⼿名 所属 登録 NO

1 住藤 ⼤雅 若鳩インドアテニス U0018 1 平林 凜⼦ 守⼭東中学 T0665

2 服部 周 名古屋中学 T0066 2 野村 玲央 椙⼭⼥学園中学 T0580

3 塩崎 ⼀護 SHOW.T.P T0012 3 ⼭⽥ うた ⻑良中学 T0593

■男⼦シングルス16歳以下 ■⼥⼦シングルス16歳以下

選⼿名 所属 登録 NO 選⼿名 所属 登録 NO

1 奥⽥ 和樹 春⽇井⼯業⾼ R0384 1 ⼭⽥ 紗⼸ 南⼭中⼥⼦部 R0668

2 松⽥ 壱成 茨⽊テニスクラブ S0214 2 ⼤久保 真愛 南⼭中⼥⼦部 S0619

3 ⿊川 聖真 ⻑良中学 S0315 3 渡邉 彩愛 誉⾼校 R0716

■男⼦シングルス18歳以下 ■⼥⼦シングルス18歳以下

選⼿名 所属 登録 NO 選⼿名 所属 登録 NO

1 形 岬季 東海学園⾼校 P2327 1 ⼭⽥ 千尋 ⾦城学院⾼校 Q0690

2 平松 侑樹 菊⾥⾼校 Q0101 2 廣中 ⾢伎 桜丘⾼校 P0756

3 永井 陸⽃ 名古屋⾼校 Q0194 3 上村 由奈 愛知商業⾼校 P1626



第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION ダブルス 補欠 選手一覧

■男⼦ダブルス12歳以下

選⼿名 所属 選⼿名（ダブルス） 所属（ダブルス） KTA NO P KTA NO

1 落合 樹 TEAM KOMADA 野⽥ 和輝 名古屋ＧＴＣ V0060 V0093

2 平⼭ 綺羅 ロングウッド 上⽥ 涼晴 ロングウッド X0041 X0052

3 阪野 聖博 覚王⼭ＴＣ ⼭⼝ 蒼⽣ 覚王⼭ＴＣ V0014 V0153

■男⼦ダブルス14歳以下

選⼿名 所属 選⼿名（ダブルス） 所属（ダブルス） KTA NO P KTA NO

1 佐野 和哉 スポルトＴＡ 佐藤 輝⼀ ⾐浦ＭＴＣ U0036 U0053

2 牧野 楓也 ⻄尾ＬＴＣ ⿑藤 佑介 ⻄尾ＬＴＣ U0068 U0029

3 鈴⽊ ⼀平 守⼭東中学 近藤 碧⽻ 守⼭東中学 U0225 T0336

■男⼦ダブルス18歳以下

選⼿名 所属 選⼿名（ダブルス） 所属（ダブルス） KTA NO P KTA NO

1 ⼤⾕ 朝⾶ 愛⼯⼤名電⾼ 桑原 歩希 愛⼯⼤名電⾼ P2200 Q0391

2 松尾 啓汰 桜丘⾼校 ⼭本 昌宗 桜丘⾼校 Q0151 P3321

3 ⻄牟⽥ 響 瑞穂⾼校 丹⽻ 颯⼈ 瑞穂⾼校 P0288 P0173

■⼥⼦ダブルス14歳以下

選⼿名 所属 選⼿名（ダブルス） 所属（ダブルス） KTA NO P KTA NO

1 兼⽥ 侑奈 ⾦城学院中学 ⿃⽻ 千晴 ⾦城学院中学 T0631 T0650

2 多湖 愛⾥ 守⼭東中学 勢⼒ 咲和 守⼭東中学 T0662 U0622

3 井上 舞 守⼭東中学 ⽯⽥ 紗楽 守⼭東中学 T0659 T0664

■⼥⼦ダブルス18歳以下

選⼿名 所属 選⼿名（ダブルス） 所属（ダブルス） KTA NO P KTA NO

1 鈴⽊ 花菜 名東⾼校 宮下 瑞⽣ 名東⾼校 P0943 P0946

2 安⽥ 結 東海学園⾼校 笠井 桃果 東海学園⾼校 P0979 P0981

3 後藤 ⼣佳 南⼭⾼⼥⼦部 永⽥ 桐⼦ 南⼭⾼⼥⼦部 Q0723 Q0729



第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子シングルス 12歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R

1 V0006 河野 史乃介 TEAM YONEZAWA名古屋 河野 史乃介

2 V0053 吉井 一就 チェリーＴＣ 61 河野 史乃介

3 W0068 灰 虎太郎 ライズテニススクール 村瀬 公一 60

4 V0023 村瀬 公一 若鳩インドアテニス 62 河野 史乃介

5 V0037 元倉 八雲 TEAM KOMADA 元倉 八雲 61

6 W0018 山田 佳輝 Tips 63 大村 洸太朗

7 V0058 衣川 信親 ロングウッド 大村 洸太朗 62

8 V0063 大村 洸太朗 木曽川ＬＴＣ 63

9 V0001 鈴木 志翔 春日井ＰＴＣ 鈴木 志翔    

10 V0042 藤本 悠太 西尾ＬＴＣ 60 鈴木 志翔

11 W0038 廣瀬 葵晴 茨木テニスクラブ 中嶋 啓志 63

12 W0066 中嶋 啓志 ライズテニススクール 61 松岡 朔杜

13 X0040 松岡 朔杜 チェリーＴＣ 松岡 朔杜 60

14 V0047 村上 颯太郎 テニスラウンジ 60 松岡 朔杜

15 V0045 都築 董紋 西尾ＬＴＣ 清水 歩続 62

16 V0038 清水 歩続 佐々ＪＴＳ 60

17 V0003 松本 経 名古屋ＬＴＣ 松本 経    

18 V0089 河村 弘靖 STSS 60 松本 経

19 V0009 中廣 修太 テニスラウンジ 中廣 修太 60

20 V0018 永田 温人 ロングウッド 63 松本 経

21 W0031 福岡 新太 スポルトＴＡ 福岡 新太 63

22 V0083 飯田 峻永 西尾ＬＴＣ 61 松岡 功太

23 X0022 服部 聖也 TEAM KOMADA 松岡 功太 62

24 V0005 松岡 功太 h2エリートTA 61

25 V0004 松本 快 名古屋ＬＴＣ 松本 快    

26 W0039 高橋 蓮士 チェリーＴＣ 61 松本 快

27 V0125 藤江 慶 ハリーズITC 伊藤 佑真 61

28 V0041 伊藤 佑真 CIAOテニスクラブ 63 小野 倫太郎

29 V0019 稲垣 慎太朗 チェリーＴＣ 稲垣 慎太朗 61

30 W0053 古野 紘悠 テニスラウンジ 62 小野 倫太郎

31 V0002 笠井 将暉 KTA 小野 倫太郎 60

32 V0010 小野 倫太郎 西尾ＬＴＣ 61

33 V0021 谷川 瑛彦 Tips 谷川 瑛彦

34 W0015 野田 透羽 竜美丘ＴＣ 60 谷川 瑛彦

35 W0061 南井 奏七 テニスラウンジ 前田 寛太 60

36 W0065 前田 寛太 名古屋ＬＴＣ 63 谷川 瑛彦

37 V0012 清水 凛太朗 グリーン&グリーンTC 清水 凛太朗 60

38 V0043 古澤 侑也 西尾ＬＴＣ 63 山本 翔太

39 W0040 近藤 悠壮 テニスラウンジ 山本 翔太 61

40 V0061 山本 翔太 h2エリートTA 61

41 V0017 鈴木 亮 CIAOテニスクラブ 鈴木 亮    

42 V0030 安藤 涼 IWAMOTO IndoorＴ 62 鈴木 亮

43 V0082 別所 温大 西尾ＬＴＣ 神谷 駿 60

44 W0062 神谷 駿 テニスラウンジ 64 鈴木 亮

45 W0016 髙根 隆之靖 ライズテニススクール 髙根 隆之靖 62

46 X0017 近藤 京哉 Tips 61 辻村 太一

47 W0037 日比野 遥介 ロングウッド 辻村 太一 61

48 W0013 辻村 太一 茨木テニスクラブ 61

49 V0048 清水 賀公 TEAM KOMADA 清水 賀公    

50 W0005 水谷 颯太 佐々ＪＴＳ 61 清水 賀公

51 V0142 福海 陽大 邦和みなとインドアTS 福海 陽大 60

52 W0034 間瀬 巧望 スポルトＴＡ 62 西山 大樹

53 V0029 西山 大樹 西尾ＬＴＣ 西山 大樹 62

54 V0057 三浦 虎次朗 ロングウッド 62 西山 大樹

55 V0060 落合 樹 TEAM KOMADA 落合 樹 63

56 W0025 近藤 晃世 ハリーズITC 61

57 V0066 高橋 昂生 チェリーＴＣ 高橋 昂生    

58 V0101 長谷川 湧飛 ウィルＴＡ瀬戸 62 高橋 昂生

59 V0096 小池 瑛太 ライズテニススクール 小池 瑛太 60

60 V0024 山田 海 Ｎテニスアカデミー 64 高橋 昂生

61 W0003 新谷 直也 Tips 新谷 直也 61

62 W0011 岸本 渉 西尾ＬＴＣ 62 前田 和輝

63 W0077 坂戸 清之佑 名古屋ＧＴＣ 前田 和輝 63

64 W0001 前田 和輝 ライズテニススクール 61
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子シングルス 12歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R

1 V0522 上村 睦実 team-N.1 上村 睦実

2 X0512 水谷 愛花 茨木テニスクラブ 60 上村 睦実

3 V0545 山崎 萌衣 メドウスＴＧ 鈴木 里彩 61

4 V0514 鈴木 里彩 竜美丘ＴＣ 61 上村 睦実

5 V0512 足立 咲良 ミズノＴＣ 足立 咲良 60

6 W0520 洞谷 沙良 茨木テニスクラブ 60 足立 咲良

7 X0504 村上 英里依 春日井ＰＴＣ 加藤 楓菜 61

8 W0518 加藤 楓菜 メドウスＴＧ 60

9 V0501 大矢 彩葉 竜美丘ＴＣ 大矢 彩葉    

10 W0546 村松 杏 名古屋ＧＴＣ 60 大矢 彩葉

11 W0513 森 佳子 名古屋ＬＴＣ 大西 唯菜 60

12 W0529 大西 唯菜 STSS 63 大矢 彩葉

13 V0539 中尾 陽花 茨木テニスクラブ 中尾 陽花 63

14 W0517 鈴木 彩永 テニスラウンジ 60 中尾 陽花

15 W0554 村上 遥 チェリーＴＣ 佐々木 琴子 60

16 W0505 佐々木 琴子 茨木テニスクラブ 60

17 V0519 新堀 日葵 ライズテニススクール 新堀 日葵    

18 V0520 赤羽 鳳 茨木テニスクラブ 60 新堀 日葵

19 W0533 佐々木 花音 佐々ＪＴＳ 宮崎 凪咲 60

20 W0515 宮崎 凪咲 西尾ＬＴＣ 60 新堀 日葵

21 V0568 渡邊 愛音 ＡＩテニスクラブ 渡邊 愛音 61

22 X0529 足立 舞 ミズノＴＣ 75 資逸 ゆずな

23 W0539 小田 彩楽 たけがわテニスクラブ 資逸 ゆずな 62

24 V0502 資逸 ゆずな CROSS ROAD 62

25 V0513 服部 友維 名古屋ＬＴＣ 服部 友維    

26 W0544 青田 結夢 メドウスＴＧ 60 服部 友維

27 X0508 高橋 志緒 チェリーＴＣ 和田 ひなた 61

28 W0521 和田 ひなた HIDE TA愛知 61 服部 友維

29 W0511 大口 心優 TEAM KOMADA 大口 心優 61

30 V0532 加藤 大愛 ウィルＴＡ瀬戸 61 田島 叶萌

31 V0516 上村 華凜 竜美丘ＴＣ 田島 叶萌 60

32 V0506 田島 叶萌 メインテニスクラブ 60

33 V0508 菊野 心々夏 PINTO.TC 菊野 心々夏

34 V0533 花井 帆夏 ライズテニススクール 61 菊野 心々夏

35 W0543 鈴木 仁菜 テニスラウンジ 佐藤 莉子 61

36 X0523 佐藤 莉子 TEAM KOMADA 63 菊野 心々夏

37 V0510 船橋 弥子 インドアテニス一宮 船橋 弥子 64

38 X0514 中野 美和 テニスラウンジ 60 船橋 弥子

39 W0510 岩田 真弥 ライズテニススクール 北根 才環子 76(5)   

40 V0521 北根 才環子 team-N.1 62

41 V0525 松本 理紗 名古屋ＬＴＣ 松本 理紗    

42 W0547 眞田 あかり h2エリートTA 61 松本 理紗

43 X0513 小田 くるみ 西尾ＬＴＣ 細田 杏莉 62

44 V0526 細田 杏莉 Tips 60 松本 理紗

45 V0535 淺井 美緒 木曽川ＬＴＣ 淺井 美緒 63

46 V0574 小林 晃子 佐々ＪＴＳ 64 前田 桃子

47 W0524 古河 沙葵 TEAM KOMADA 前田 桃子 60

48 V0505 前田 桃子 茨木テニスクラブ 64

49 V0527 石島 妃菜 CIAOテニスクラブ 石島 妃菜    

50 V0571 孟 冉婕 茨木テニスクラブ 60 石島 妃菜

51 W0534 古田 陽彩 ロングウッド 阪口 心乃 61

52 X0518 阪口 心乃 ウィルＴＡ瀬戸 60 石島 妃菜

53 V0544 海道 七葉 テニスラウンジ 海道 七葉 62

54 X0505 市原 和奏 ロングウッド 60 関 桜子

55 X0531 村田 ののか 若鳩インドアテニス 関 桜子 64

56 W0509 関 桜子 覚王山ＴＣ 60

57 V0528 上瀧 乃々果 茨木テニスクラブ 上瀧 乃々果    

58 W0523 川上 紗羅 春日井ＰＴＣ 60 上瀧 乃々果

59 V0553 プレーバー 恵真 ロングウッド プレーバー 恵真 64

60 X0506 鳥本 りさ チェリーＴＣ 60 駒田 唯衣

61 W0508 赤羽 蘭 茨木テニスクラブ 赤羽 蘭 75

62 W0527 荻野 莉子 名古屋ＧＴＣ 63 駒田 唯衣

63 X0524 寺田 葵 ハリーズITC 駒田 唯衣 61

64 X0511 駒田 唯衣 ＧＩＴＣ 60

1

8

2

3

1～8

4

5

6

7



第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子シングルス 14歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R

1 T0107 坂本 怜 チェリーＴＣ 坂本 怜

2 T0039 西川 徹 Tips 61 坂本 怜

3 T0080 加藤 佑真 西尾ＬＴＣ 家合 竜佐 62

4 T0182 家合 竜佐 TEAM KOMADA 62 坂本 怜

5 U0003 尾関 太陽 ロングウッド 尾関 太陽 60

6 U0021 土屋 光輝 ツクルTeam Kei 61 尾関 太陽

7 U0075 山下 龍之介 Tips 山下 龍之介 64

8 T0051 斉藤 俊樹 衣浦ＭＴＣ 63

9 T0005 富田 悠太 チェリーＴＣ 富田 悠太
   

10 U0052 市原 颯 ロングウッド 60 富田 悠太

11 T0125 鈴木 慎治 西尾ＬＴＣ 大西 陽也 61

12 T0223 大西 陽也 STSS 63 富田 悠太

13 U0001 高祖 海音 h2エリートTA 高祖 海音 62

14 U0048 成瀬 稜泰 名古屋ＧＴＣ 60 中廣 勇太

15 U0011 近藤 聖真 ライズテニススクール 中廣 勇太 76(3)   

16 T0003 中廣 勇太 名古屋中学 63

17 U0045 三宅 道之介 h2エリートTA 三宅 道之介
   

18 T0066 服部 周 名古屋中学 76(3)   清水 陸来

19 T0031 清水 陸来 名古屋中学 清水 陸来 62

20 T0093 今村 陸人 名経大市邨中学 63 水野 晴貴

21 U0061 水野 晴貴 若鳩インドアテニス 水野 晴貴 64

22 U0034 田中 晴志郎 茨木テニスクラブ 63 水野 晴貴

23 T0020 坪内 俊希 愛工大名電中 太田 瑛主 75

24 U0041 太田 瑛主 STSS 76(7)   

25 T0021 池田 陽凪大 テニスラウンジ 池田 陽凪大
   

26 U0037 根崎 恵佑 スポルトＴＡ 62 池田 陽凪大

27 U0007 村上 蔵仁 名古屋ＬＴＣ 田口 博海 62

28 T0067 田口 博海 TEAM KOMADA 63 水野 創太

29 U0054 新井場 亮輔 Tips 新井場 亮輔 62

30 U0047 杉山 天勇 TEAM KOMADA 61 水野 創太

31 T0001 三木 捷照 名経大市邨中学 水野 創太 61

32 T0057 水野 創太 覚王山ＴＣ 62

33 U0008 藤本 燦萄 ツクルTeam Kei 藤本 燦萄

34 T0054 横田 大 インドアテニス一宮 60 藤本 燦萄

35 U0026 野崎 悠太 茨木テニスクラブ 矢内 大祐 64

36 T0225 矢内 大祐 南愛知TD 61 藤本 燦萄

37 T0017 間瀬 大睦 南愛知TD 間瀬 大睦 75

38 T0076 田中 幹太郎 茨木テニスクラブ 60 内田 真翔

39 T0181 家合 秀輔 TEAM KOMADA 内田 真翔 63

40 U0057 内田 真翔 TEAM YONEZAWA名古屋 61

41 T0030 河田 悠翔 TEAM YONEZAWA名古屋 河田 悠翔
   

42 T0071 大倉 開 佐々ＪＴＳ 62 河田 悠翔

43 U0025 白井 幸太朗 たけがわテニスクラブ 長田 虎汰郎 62

44 T0004 長田 虎汰郎 SHOW.T.P 63 日比野 悠太郎

45 T0094 日比野 悠太郎 ロングウッド 日比野 悠太郎 76(4)   

46 U0004 竹内 一希 テニスラウンジ 64 日比野 悠太郎

47 T0041 住藤 拓人 若鳩インドアテニス 住藤 拓人 63

48 T0037 北根 弘基 名古屋ＬＴＣ 76(5)   

49 U0002 新実 剛生 西尾ＬＴＣ 新実 剛生
   

50 U0035 金子 直葵 豊橋スーパーテニス 64 後藤 章一郎

51 U0009 本田 拓帆 TEAM YONEZAWA名古屋 後藤 章一郎 61

52 T0068 後藤 章一郎 チェリーＴＣ 62 鵜飼 渉

53 T0007 熊田 健斗 ロングウッド 熊田 健斗 64

54 T0022 長野 晃大 チェリーＴＣ 62 鵜飼 渉

55 U0043 平手 信之介 Ｎテニスアカデミー 鵜飼 渉 63

56 T0075 鵜飼 渉 名古屋ＬＴＣ 60
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子シングルス 14歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R

1 T0522 成田 百那 team-N.1 成田 百那

2 U0536 石川 遥菜 木曽川ＬＴＣ 61 成田 百那

3 U0533 山本 桜優 チェリーＴＣ 吉川 慧 61

4 U0538 吉川 慧 Nick's T.T. Aichi 62 成田 百那

5 T0551 加藤 優芽 ウィルＴＡ瀬戸 加藤 優芽 62

6 U0608 古橋 凛子 椙山女学園中学 61 加藤 優芽

7 T0597 松永 明果 守山東中学 田上 にこ 64

8 U0560 田上 にこ チェリーＴＣ    W.O.

9 T0502 神鳥 ひかる Ｋ１ＴＡ 神鳥 ひかる
   

10 T0669 釘宮 華音 長良中学    W.O. 神鳥 ひかる

11 T0560 宮川 真緒 Tips 小笠原 里桜 62

12 U0521 小笠原 里桜 CIAOテニスクラブ 61 神鳥 ひかる

13 U0509 内山 あかり ウィルＴＡ瀬戸 内山 あかり 62

14 U0604 吉田 結音 豊田ＪＴＴ 60 内山 あかり

15 T0510 井口 晶稀 佐々ＪＴＳ 渡邉 菜央 75

16 T0513 渡邉 菜央 TEAM KOMADA 60

17 T0514 津田 梨央 ウィルＴＡ瀬戸 津田 梨央
   

18 U0516 澤野 花凜 佐々ＪＴＳ 60 津田 梨央

19 U0502 木村 百華 チェリーＴＣ 橋本 梨歩 61

20 U0546 橋本 梨歩 Tips 64 津田 梨央

21 U0519 名倉 万稀 ロングウッド 名倉 万稀 61

22 T0568 鈴木 梨萌音 Tips 61 名倉 万稀

23 T0631 兼田 侑奈 金城学院中学 加藤 己結 63

24 U0542 加藤 己結 CIAOテニスクラブ 60

25 U0503 大江 真央 名古屋ＬＴＣ 大江 真央
   

26 T0681 山田 梨紗 南山中女子部 60 大江 真央

27 T0517 小林 愛実 SHOW.T.P 北埜 藍璃 64

28 T0504 北埜 藍璃 竜美丘ＴＣ 62 大江 真央

29 U0525 佐々木 麻衣 春日井ＰＴＣ 佐々木 麻衣 63

30 U0559 梶家 音花 SHOW.T.P 61 市川 遥瑠

31 T0543 畑 りか ライズテニススクール 市川 遥瑠 62

32 U0540 市川 遥瑠 TEAM YONEZAWA名古屋 60

33 T0501 高田 知穂 TEAM KOMADA 高田 知穂

34 T0577 前田 彩晴 Tips 61 高田 知穂

35 T0532 西尾 亜子 ロングウッド 西尾 亜子 60

36 U0505 宮下 桃菜 チェリーＴＣ 62 高田 知穂

37 T0515 木村 美柚 南山中女子部 木村 美柚 60

38 U0506 堀部 珠乃 チェリーＴＣ 60 青木 実紘

39 T0661 神保 なつき 守山東中学 青木 実紘 61

40 U0504 青木 実紘 h2エリートTA 60

41 T0512 吉田 琴美 TEAM KOMADA 吉田 琴美
   

42 T0598 小木曽 美春 諸の木テニスクラブ 61 吉田 琴美

43 U0522 今村 江里 名古屋ＬＴＣ 鈴木 陽葉 62

44 T0545 鈴木 陽葉 チェリーＴＣ 62 吉田 琴美

45 T0507 甲斐 優花 CROSS ROAD 甲斐 優花 62

46 U0587 芦野 瑚夏 スポルトＴＡ 63 松川 翠結

47 U0534 三岡 叶 椙山女学園中学 松川 翠結 63

48 U0501 松川 翠結 竜美丘ＴＣ 61

49 T0508 友松 あみ テニスラウンジ 友松 あみ
   

50 T0503 田辺 あゆ 豊田ＪＴＴ 60 友松 あみ

51 U0512 鈴木 心夢 クラブSG愛知 杉村 優月 60

52 T0607 杉村 優月 チェリーＴＣ 60 友松 あみ

53 T0544 山内 華乃 チェリーＴＣ 山内 華乃 62

54 T0620 大江 悠菜 椙山女学園中学 60 山内 華乃

55 U0517 秋山 結香 テニスラウンジ 清水 葵 63

56 T0521 清水 葵 スポルトＴＡ 62
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子シングルス 16歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

1 S0005 藤岡 呂嵩 西尾ＬＴＣ 藤岡 呂嵩

2 S0228 杉山 豪 東海中学 60 藤岡 呂嵩

3 S0303 瀬川 直都 愛知中学 小野木 新太 60

4 S0107 小野木 新太 チェリーＴＣ 60 藤岡 呂嵩

5 R0035 平岡 太陽 CROSS ROAD 富山 翔太 63

6 S0114 富山 翔太 TEAM KOMADA 60 福田 穣為

7 S0288 長縄 樹 愛工大名電中 福田 穣為 60

8 S0116 福田 穣為 南愛知TD 60 藤岡 呂嵩

9 S0037 関 泰久 覚王山ＴＣ 関 泰久 63

10 S0169 寺岡 志竜 南山国際中学 60 関 泰久

11 R0215 村上 英利 名古屋中学 伊藤 琉我 61

12 R0136 伊藤 琉我 Ｎテニスアカデミー 61 小原 蒼矢

13 R0147 川上 真輝 ウインズＴＧ 川上 真輝 63

14 S0318 三浦 武流 長良中学 60 小原 蒼矢

15 S0276 木村 豪秀 名古屋中学 小原 蒼矢 62

16 S0053 小原 蒼矢 スポルトＴＡ 61

17 R0004 三宅 凌平 TEAM YONEZAWA名古屋 三宅 凌平    

18 S0329 大保 拓己 守山東中学 60 三宅 凌平

19 S0157 堀江 勇輝 チェリーＴＣ 森下 隼己 62

20 R0219 森下 隼己 覚王山ＴＣ 76(4)   三宅 凌平

21 S0104 森 衣吹 名経大市邨中学 森 衣吹 61

22 R0462 市川 大葵 一宮工業高校 60 三井 天翔

23 R0368 小川 創生 愛工大名電高 三井 天翔 61

24 R0186 三井 天翔 テニスラウンジ 60 三宅 凌平

25 S0009 伊藤 彰浩 スポルトＴＡ 伊藤 彰浩 62

26 S0330 内藤 朗磨 守山東中学 60 牧村 周燈

27 S0125 神谷 俊太朗 豊田ＪＴＴ 牧村 周燈 63

28 S0006 牧村 周燈 名古屋ＬＴＣ 62 戸谷 彩人

29 R0032 平野 響 竜美丘ＴＣ 平野 響 75

30 R0110 安津 雄喜 昭和高校 60 戸谷 彩人

31 R0369 住田 篤太郎 愛工大名電高 戸谷 彩人 61

32 S0087 戸谷 彩人 名古屋ＬＴＣ 60

33 S0025 河田 健太 TEAM KOMADA 河田 健太

34 S0204 熊澤 幸起 Ｎテニスアカデミー 61 河田 健太

35 S0203 澤田 輝哉 佐々ＪＴＳ 花田 孝一 61

36 R0141 花田 孝一 フォレスタヒルズ    W.O. 河田 健太

37 S0024 佐藤 天真 若鳩インドアテニス 佐藤 天真 62

38 S0010 鈴木 琉生 CROSS ROAD 60 佐藤 天真

39 S0311 都築 尚吾 長良中学 若松 翼 75

40 R0030 若松 翼 ライズテニススクール 60 河田 健太

41 S0084 池田 陸音 たけがわテニスクラブ 池田 陸音 62

42 S0058 西村 海志 メインテニスクラブ 61 池田 陸音

43 R0285 北野 紘平 愛工大名電中 三坂 竜太 61

44 R0095 三坂 竜太 昭和高校 60 緒方 遙平

45 R0062 小久保 有貴 名古屋中学 小久保 有貴 64

46 S0308 小村 幸志 長良中学 60 緒方 遙平

47 S0100 長田 敬亮 ＡＺＵＲ　ＴＡ 緒方 遙平 61

48 S0205 緒方 遙平 東海中学 60

49 S0004 稲川 了介 TEAM YONEZAWA名古屋 稲川 了介    

50 S0261 大宮 想生 名古屋中学 60 稲川 了介

51 S0350 入江 航生 Tips 原 優汰 61

52 R0142 原 優汰 東海学園高校 61 稲川 了介

53 R0127 西浦 瑞季 桜丘高校 川野 佑太 60

54 S0121 川野 佑太 スポルトＴＡ 63 岡本 美華

55 S0272 森 晴葵 名古屋中学 岡本 美華 62

56 R0209 岡本 美華 衣浦ＭＴＣ 61 稲川 了介

57 R0076 鳥居 宏光 名経大市邨中学 鳥居 宏光 63

58 R1055 佐伯 碧斗 覚王山ＴＣ 61 鳥居 宏光

59 S0150 鵜飼 晃勝 名古屋ＬＴＣ 鵜飼 晃勝 63

60 R0044 廣重 達政 CIAOテニスクラブ 61 平松 慶大

61 S0033 吉岡 拓海 Ｎテニスアカデミー 吉岡 拓海 64

62 S0307 森本 樹 長良中学 60 平松 慶大

63 R0148 滝 和弥 東海高校 平松 慶大 61

64 S0026 平松 慶大 名古屋ＬＴＣ 61
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子シングルス 16歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

65 R0043 森島 哲太 スポルトＴＡ 森島 哲太

66 S0328 西部 良哉 守山東中学 60 森島 哲太

67 S0008 下鍋 蓮 ウィルＴＡ瀬戸 下鍋 蓮 64

68 R0114 田植 仁都 ルネサンス名古屋熱田 76(7)   森島 哲太

69 R0384 奥田 和樹 春日井工業高 奥田 和樹 62

70 S0317 片桐 悠介 長良中学 64 小栗 周馬

71 S0269 小嶋 健太 名古屋中学 小栗 周馬 60

72 S0015 小栗 周馬 TEAM YONEZAWA名古屋 60 岩井 雄大

73 R0094 鈴木 大翔 名経大高蔵中学 鈴木 大翔 61

74 S0214 松田 壱成 茨木テニスクラブ 61 鈴木 大翔

75 S0339 津坂 隼成 佐々ＪＴＳ 鎌田 海友 62

76 R0126 鎌田 海友 ライズテニススクール 60 岩井 雄大

77 S0046 菊池 航太朗 西尾ＬＴＣ 菊池 航太朗 64

78 R0385 岡谷 南 春日井工業高 60 岩井 雄大

79 R0217 黒柳 慶亮 CROSS ROAD 岩井 雄大 64

80 R0046 岩井 雄大 たけがわテニスクラブ 61

81 R0352 伊藤 俊太朗 名古屋高校 伊藤 俊太朗    

82 S0284 鈴木 瑛大 豊橋桜丘中学 60 伊藤 俊太朗

83 S0270 杉山 颯 名古屋中学 片山 新 62

84 S0018 片山 新 たけがわテニスクラブ 60 伊藤 俊太朗

85 S0031 牧 大翔 竜美丘ＴＣ 牧 大翔 60

86 S0052 外山 翼 テニスラウンジ 64 一柳 大湖

87 S0206 櫻井 祐希 東海中学 一柳 大湖 63

88 S0047 一柳 大湖 西尾ＬＴＣ 60 植松 恭悟

89 S0106 伊藤 豪 諸の木テニスクラブ 伊藤 豪 64

90 S0241 磯部 流維 Tips    W.O. 大池 拓斗

91 S0301 鍋田 隆友 愛知中学 大池 拓斗 75

92 R0012 大池 拓斗 チェリーＴＣ 60 植松 恭悟

93 R0237 大倉 隆太郎 名古屋中学 大倉 隆太郎 61

94 R1005 伊東 祐貴 ＡＩテニスクラブ 61 植松 恭悟

95 R0222 長谷川 烈也 名経大高蔵高校 植松 恭悟 60

96 R0045 植松 恭悟 CIAOテニスクラブ 60

97 R0031 水野 瑛太 名古屋ＬＴＣ 水野 瑛太

98 S0042 川口 航右 木曽川ＬＴＣ 62 水野 瑛太

99 S0050 尾藤 天真 西尾ＬＴＣ 佐藤 一斗 60

100 R0153 佐藤 一斗 南山国際高校 62 水野 瑛太

101 S0043 仲 温斗 茨木テニスクラブ 仲 温斗 61

102 S0207 田中 涼大 スポルトＴＡ 60 仲 温斗

103 R0480 松岡 知哉 昭和高校 夏目 創太 64

104 S0112 夏目 創太 たけがわテニスクラブ 60 水野 瑛太

105 R0069 鈴木 一玄 大成高校 鈴木 一玄 63

106 S0120 櫻井 創太 茨木テニスクラブ 62 成瀬 圭泰

107 S0310 加藤 瑠惟 長良中学 成瀬 圭泰 63

108 S0095 成瀬 圭泰 名古屋ＧＴＣ 60 高木 佑人

109 S0117 奥谷 健仁 ＡＺＵＲ　ＴＡ 奥谷 健仁 63

110 S0001 佐藤 煌輝 CROSS ROAD 64 高木 佑人

111 R0463 小川 拓 一宮工業高校 高木 佑人 62

112 R0008 高木 佑人 チェリーＴＣ 60

5 - 7

5

6

7



第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子シングルス 16歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

1 S0526 松田 鈴子 チェリーＴＣ 松田 鈴子

2 S0692 櫻井 千秋 名古屋女大中学 60 松田 鈴子

3 R0679 尾関 優奈 金城学院中学 伊奈 世莉歩 61

4 R0533 伊奈 世莉歩 STSS 60 松田 鈴子

5 S0744 田中 杏奈 名古屋女大中学 神野 花 61

6 S0607 神野 花 聖霊中学 63 比楽 美咲

7 R0678 伊藤 吟姫 金城学院中学 比楽 美咲 60

8 S0533 比楽 美咲 西尾ＬＴＣ 60 松田 鈴子

9 S0503 中井 琉湖 春日井ＰＴＣ 中井 琉湖 64

10 S0662 岩瀬 理紗子 金城学院中学 60 中井 琉湖

11 S0649 溝 彩花 椙山女学園中学    W.O.

12 S0545 高比座 芽生 たけがわテニスクラブ Not Played 名倉 果甫

13 S0742 布目 真穂 名古屋女大中学 布目 真穂 62

14 R0667 松本 彩加 南山中女子部 63 名倉 果甫

15 S0623 小森 育代 金城学院中学 名倉 果甫 60

16 S0514 名倉 果甫 ロングウッド 60

17 R0512 新竹 藍 愛知啓成高校 新竹 藍    

18 S0683 濱田 妃名 愛知中学 60 新竹 藍

19 R0685 牧 里緒子 金城学院中学 野澤 えみな 60

20 R0646 野澤 えみな 聖霊中学 60 新竹 藍

21 R0558 吉川 菜月 CIAOテニスクラブ 吉川 菜月 60

22 S0659 東原 茉央 金城学院中学 60 山崎 さくら

23 R0671 桑原 凛々子 南山中女子部 山崎 さくら 64

24 S0504 山崎 さくら 西尾ＬＴＣ 60 斉藤 双葉

25 S0516 小林 美結 SHOW.T.P 小林 美結 64

26 S0650 高橋 淑菜 椙山女学園中学 60 小林 美結

27 S0745 井原 美月 名古屋女大中学 松枝 蒼空 60

28 S0627 松枝 蒼空 金城学院中学 61 斉藤 双葉

29 R0668 山田 紗弓 南山中女子部 山田 紗弓 62

30 R0826 下里 姫子 名経大市邨高校 61 斉藤 双葉

31 R0666 筒井 まりの 南山中女子部 斉藤 双葉 60

32 S0515 斉藤 双葉 衣浦ＭＴＣ 60

33 R0574 山本 未来 名古屋ＬＴＣ 山本 未来

34 S0680 山田 悠菜 金城学院中学 60 山本 未来

35 R0805 浜口 菜々子 中京大附中京高 菱田 奈那 60

36 S0529 菱田 奈那 TEAM KOMADA    W.O. 山本 未来

37 R0687 督永 悠羽 金城学院中学 督永 悠羽 62

38 S0651 鹿嶋 莉花 椙山女学園中学 60 深谷 紗羽

39 R0717 山口 理彩 フォレスタヒルズ 深谷 紗羽 60

40 S0512 深谷 紗羽 ライズテニススクール 60 山本 未来

41 S0555 長﨑 春媛 竜美丘ＴＣ 長﨑 春媛 60

42 R0681 片岡 瑞帆 金城学院中学 60 長﨑 春媛

43 S0747 永岡 幸穂 守山東中学 山本 和香奈 60

44 S0535 山本 和香奈 愛知淑徳中学 61 長﨑 春媛

45 S0549 小野塚 凛 茨木テニスクラブ 小野塚 凛 62

46 T0590 加藤 愛子 金城学院中学 60 小野塚 凛

47 S0699 永峯 遥 守山東中学 永峯 遥 60

48 R0716 渡邉 彩愛 誉高校 64

49 S0520 小林 海夢 TEAM YONEZAWA名古屋 小林 海夢    

50 S0678 武友 彩菜 金城学院中学 61 小林 海夢

51 S0645 朝倉 夢琶 名経大市邨中学 朝倉 夢琶 60

52 R0595 角田 彩実 金城学院高校 60 小林 海夢

53 R0594 澤田 明里 金城学院高校 石川 史桜 61

54 S0532 石川 史桜 竜美丘ＴＣ 60 石川 史桜

55 S0656 八田 楓菜 金城学院中学 村山 天姫 60

56 R0532 村山 天姫 椙山女学園中学 60 小林 海夢

57 S0510 大矢 夏寧 竜美丘ＴＣ 大矢 夏寧 60

58 S0653 川原 元香 豊橋桜丘中学    W.O. 大矢 夏寧

59 R0664 山田 杏優美 愛工大名電中 石原 愛心 60

60 R0593 石原 愛心 金城学院高校 60 海道 柚葉

61 R0676 伊藤 彩花 金城学院中学 伊藤 彩花 63

62 T0653 横粂 橙子 名古屋女大中学 62 海道 柚葉

63 S0590 金子 萌芳 椙山女学園中学 海道 柚葉 60

64 S0544 海道 柚葉 テニスラウンジ 60
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子シングルス 16歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

65 R0520 西 遥花 h2エリートTA 西 遥花

66 R0683 萩田 詩乃 金城学院中学 61 西 遥花

67 S0696 金森 虹佳 守山東中学 永草 由依 60

68 S0682 永草 由依 愛知中学 63 西 遥花

69 S0540 宮岡 紫織 スポルトＴＡ 宮岡 紫織 64

70 S0618 鞍谷 友華 南山中女子部 61 金子 陽向子

71 R0677 西山 実季 金城学院中学 金子 陽向子 62

72 S0543 金子 陽向子 豊橋スーパーテニス 62 余田 涼樹

73 R0523 右田 悠実乃 豊田ＪＴＴ 右田 悠実乃 75

74 R0719 加藤 青葉 名経大市邨高校 60 右田 悠実乃

75 S0671 加藤 愛理 金城学院中学 神戸 結加 60

76 R0670 神戸 結加 南山中女子部 60 余田 涼樹

77 R0544 森 芽久 椙山女学園中学 森 芽久 62

78 S0667 甲斐 まや 金城学院中学    W.O. 余田 涼樹

79 S0749 西尾 苺香 守山東中学 余田 涼樹 61

80 R0560 余田 涼樹 チェリーＴＣ 60

81 S0528 山田 彩萌 名古屋ＬＴＣ 山田 彩萌    

82 S0686 竹内 愛梨 長良中学    W.O. 山田 彩萌

83 R0682 丸山 向日葵 金城学院中学 石川 彩乃 61

84 S0562 石川 彩乃 衣浦ＭＴＣ 60 山田 彩萌

85 R0547 松並 万睦 南山中女子部 松並 万睦 60

86 S0676 櫻井 菜々子 金城学院中学 60 祖父江 由佳

87 S0741 佐土原 華蓮 名古屋女大中学 祖父江 由佳 61

88 S0534 祖父江 由佳 椙山女学園中学 60 岩井 亜麻音

89 S0547 秋山 聡美 テニスラウンジ 秋山 聡美 76(8)   

90 S0743 吉見 爽 名古屋女大中学 61 秋山 聡美

91 S0677 高木 花凛 金城学院中学 三橋 はな 62

92 S0522 三橋 はな スポルトＴＡ 60 岩井 亜麻音

93 R0540 可児 涼香 ロングウッド小牧 可児 涼香 62

94 S0697 川上 里奈 守山東中学 60 岩井 亜麻音

95 S0672 青木 愛奈 金城学院中学 岩井 亜麻音 61

96 R0524 岩井 亜麻音 テニスラウンジ 60

97 R0519 水野 莉緒 ロングウッド 水野 莉緒

98 R0673 山野 愛依 南山中女子部 60 水野 莉緒

99 S0665 木全 優理 金城学院中学 尾関 優奈 60

100 R0578 尾関 優奈 TIA bisai 61 水野 莉緒

101 S0563 前田 菜月 茨木テニスクラブ 前田 菜月 61

102 S0666 森島 彩乃 金城学院中学 60 前田 菜月

103 R0669 山田 桃伽 南山中女子部 横山 若音 64

104 R0618 横山 若音 聖霊高校 60 水野 莉緒

105 R0529 三輪 愛佳 金城学院中学 三輪 愛佳 64

106 R0622 鈴木 星夏 名経大高蔵中学 60 三輪 愛佳

107 R0596 廣畑 遥香 金城学院高校 保田 和香 63

108 R0672 保田 和香 南山中女子部 61 槙原 瑠奈

109 R0674 大岡 ななせ 南山中女子部 大岡 ななせ 64

110 S0664 加藤 万奈 金城学院中学 61 槙原 瑠奈

111 S0643 二村 水桜香 TEAM KOMADA 槙原 瑠奈 60

112 R0535 槙原 瑠奈 覚王山ＴＣ 61
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子シングルス 18歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

1 P0001 伊藤 厚陽 名経大市邨高校 伊藤 厚陽

2 Q0037 若原 波音 名古屋高校 60 伊藤 厚陽

3 P0270 織田 航輝 中部大学春日丘高校 織田 航輝 60

4 P0015 二俣 駿 名城大附属高 62 伊藤 厚陽

5 Q0008 高田 順平 名古屋高校 高田 順平 60

6 Q0193 川野 翔汰 桜丘高校 61 深田 嗣翼馬

7 P0128 土居 優希 菊里高校 深田 嗣翼馬 62

8 Q0118 深田 嗣翼馬 愛工大名電高 60 伊藤 厚陽

9 P2327 形 岬季 東海学園高校 森島 康太 61

10 Q0138 森島 康太 名古屋高校 63 吉澤 翼

11 P0230 谷川 葉 天白高校 吉澤 翼 61

12 Q0085 吉澤 翼 桜丘高校 61 田岡 大知

13 Q0197 緒方 俊太郎 東海高校 緒方 俊太郎 61

14 Q0017 斎藤 雅弘 高蔵寺高校 64 田岡 大知

15 P2261 梶田 滉 犬山高校 田岡 大知 61

16 Q0013 田岡 大知 名古屋高校 60

17 Q0011 伊左治 陽生 名経大市邨高校 伊左治 陽生    

18 P0018 浜本 哲 名古屋高校 61 伊左治 陽生

19 P3085 服部 竜治 犬山南高校 後藤 伶緒 61

20 P0140 後藤 伶緒 東海学園高校 62 伊左治 陽生

21 P0024 上田 俊一 瀬戸西高校 上田 俊一 60

22 Q0221 吉村 啓 東海高校 75 三浦 弘暉

23 P2266 大橋 龍 犬山高校 三浦 弘暉 76(3)   

24 Q0053 三浦 弘暉 中部大学春日丘高校 63 伊左治 陽生

25 P0065 小林 冠介 名経大市邨高校 小林 冠介 62

26 Q0391 桑原 歩希 愛工大名電高 61 小林 冠介

27 Q0101 平松 侑樹 菊里高校 斎藤 海斗 61

28 R0007 斎藤 海斗 岡崎城西高校 61 小林 冠介

29 Q0057 早瀬 伊織 瑞陵高校 布目 英資 76(3)   

30 P2497 布目 英資 昭和高校 60 小林 勇心

31 P2200 大谷 朝飛 愛工大名電高 小林 勇心 60

32 P0071 小林 勇心 東海高校 62

33 P0005 渡邉 敦也 名古屋高校 渡邉 敦也

34 Q1026 酒向 颯汰 犬山南高校 60 渡邉 敦也

35 P2296 平島 健広 日進西高校 山梨 駿介 60

36 P2121 山梨 駿介 愛工大名電高 63 渡邉 敦也

37 Q0029 辻村 基樹 名古屋高校 辻村 基樹 60

38 P0083 石川 結賀 愛工大名電高 60 辻村 基樹

39 P3434 伊藤 駿佑 尾西高校 鈴木 恒星 62

40 Q0025 鈴木 恒星 刈谷高校 63 渡邉 敦也

41 Q0023 伏見 太杜 名古屋高校 伏見 太杜 62

42 Q0133 バーンズ 魁 名東高校 62 伏見 太杜

43 P0035 吉田 涼翔 愛工大名電高 吉田 隆人 60

44 P0147 吉田 隆人 昭和高校 64 夏目 拓

45 P0081 小川 弘暉 名古屋高校 小川 弘暉 61

46 Q0179 荒木 華之琉 天白高校 75 夏目 拓

47 Q0108 橋本 永和 桜丘高校 夏目 拓 61

48 P0106 夏目 拓 中部大学春日丘高校 63

49 Q0002 大原 貫路 名古屋高校 大原 貫路    

50 Q0225 尾藤 樹 旭丘高校 60 大原 貫路

51 Q0021 須原 稚登 愛工大名電高 鬼頭 怜耶 62

52 Q0087 鬼頭 怜耶 桜丘高校 62 大原 貫路

53 Q0059 織田 健司 名古屋高校 織田 健司 62

54 P0329 亀井 大功 南山国際高校 62 中尾 隼也

55 Q0097 松本 直生 中部大学春日丘高校 中尾 隼也 75

56 P0028 中尾 隼也 名経大市邨高校 63 大原 貫路

57 Q0019 天野 裕也 桜丘高校 天野 裕也 64

58 P2439 葛谷 駿介 旭丘高校 60 天野 裕也

59 P0109 加藤 諒 瀬戸西高校 小川 千暉 61

60 Q0046 小川 千暉 名古屋高校 63 天野 裕也

61 Q0464 曽我 陽太 東海南高校 武田 淳希 64

62 P0302 武田 淳希 名経大高蔵高校 60 加藤 翼

63 Q0073 伊藤 太一 名古屋高校 加藤 翼 60

64 P0046 加藤 翼 名経大市邨高校 60
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子シングルス 18歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

65 Q0016 奥地 佑都 名経大市邨高校 奥地 佑都

66 P0142 丹下 樹 中部大学春日丘高校 60 奥地 佑都

67 P2204 韓 宗訓 愛工大名電高 清水 康士朗 61

68 P0319 清水 康士朗 南山高男子部 61 奥地 佑都

69 P2277 加藤 大貴 一宮工業高校 徐 章豪 61

70 Q0275 徐 章豪 中部大学春日丘高校 61 小出 翔陽

71 Q0004 小出 翔陽 名経大市邨高校 小出 翔陽 63

72 P0325 関戸 彰真 南山高男子部 63 市川 剣都

73 Q0083 鈴木 龍弥 名古屋高校 鈴木 龍弥 61

74 P0174 橋本 篤 名経大高蔵高校 61 鈴木 龍弥

75 R0022 坂本 拳 中部大学春日丘高校 前川 優守 60

76 R0057 前川 優守 愛工大名電高 76(7)   市川 剣都

77 P0287 西山 和樹 中部大学春日丘高校 西山 和樹 76(0)   

78 P2122 山﨑 康ノ介 名古屋高校 61 市川 剣都

79 Q0410 松山 凉大 犬山高校 市川 剣都 62

80 P0022 市川 剣都 名経大市邨高校 60

81 Q0001 宮地 吾侑 名古屋高校 宮地 吾侑    

82 Q0372 服部 翔太 向陽高校 60 宮地 吾侑

83 P2272 寺澤 竜也 一宮工業高校 宮原 悠輔 60

84 P0060 宮原 悠輔 刈谷高校 64 宮地 吾侑

85 Q0065 寺尾 奏良 中部大学春日丘高校 寺尾 奏良 62

86 P0184 森田 実 名古屋高校 61 高取 元

87 P3316 菅 史弥 名経大市邨高校 高取 元 63

88 P0084 高取 元 刈谷高校 75 宮地 吾侑

89 Q0039 木村 一都 名古屋高校 木村 一都 63

90 Q0463 橘 祐太 東海南高校 60 内倉 隼哉

91 P0288 西牟田 響 瑞穂高校 内倉 隼哉 75

92 Q0047 内倉 隼哉 名経大市邨高校 60 宮崎 経

93 Q0031 深見 晴矢 名古屋高校 深見 晴矢 76(7)   

94 P2262 正寶 前 犬山高校 62 宮崎 経

95 P0277 小林 侑馬 愛工大名電高 宮崎 経 60

96 P0074 宮崎 経 桜丘高校 60

97 Q0075 木野 陽生 名経大市邨高校 木野 陽生

98 P0168 高野 凌衣 愛工大名電高 60 木野 陽生

99 P0073 菰田 光 刈谷高校 尾崎 奏 60

100 P2499 尾崎 奏 昭和高校 64 木野 陽生

101 Q0088 金山 周 岡崎城西高校 金山 周 61

102 P3168 安田 拓未 熱田高校 63 日下部 嘉亮

103 Q0151 松尾 啓汰 桜丘高校 日下部 嘉亮 60

104 P0056 日下部 嘉亮 愛工大名電高    W.O. 木野 陽生

105 P0050 木津谷 涼 阿久比高校 谷 伊織 75

106 P0055 谷 伊織 愛工大名電高 60 谷 伊織

107 P0214 中川 蒼唯 東海高校 五十川 大翔 63

108 Q0136 五十川 大翔 中部大学春日丘高校 75 三木 琢慈

109 Q0049 藤岡 怜童 桜丘高校 藤岡 怜童 61

110 Q0109 滝藤 滉太 一宮西高校 62 三木 琢慈

111 R0072 加藤 輝丸 中京大附中京高 三木 琢慈 62

112 R0001 三木 琢慈 名経大市邨高校 61
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子シングルス 18歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

1 Q0501 安井 友菜 愛知啓成高校 安井 友菜

2 P0634 渡邉 莉帆 椙山女学園高 60 安井 友菜

3 Q0688 福原 瑞貴 金城学院高校 竹元 はる菜 60

4 Q0520 竹元 はる菜 名経大市邨高校 61 安井 友菜

5 Q0888 岡部 葵 愛知啓成高校 岡部 葵 60

6 Q0916 野中 美瑠 名東高校 75 岡部 葵

7 P0718 森川 奈桜 中京大附中京高 山内 さくら 61

8 Q0846 山内 さくら 新川高校 63 安井 友菜

9 R0528 丹羽 菜づ名 中部大学春日丘高校 丹羽 菜づ名 64

10 P1574 高山 花歩 愛工大名電高 61 丹羽 菜づ名

11 P1571 内山 千尋 椙山女学園高 平田 陽華 60

12 Q0885 平田 陽華 桜丘高校 60 武藤 優奈

13 Q0731 横井 彩葉 南山高女子部 茂木 友香 64

14 P0774 茂木 友香 岡崎西高校 62 武藤 優奈

15 P1725 則竹 彩花 修文女子高校 武藤 優奈 60

16 P0549 武藤 優奈 愛工大名電高 60

17 Q0521 森川 亜咲 愛知啓成高校 森川 亜咲    

18 Q0653 武山 来愛 名経大市邨高校 60 森川 亜咲

19 Q0607 宇佐美 文那 金城学院高校 田中 優衣 61

20 Q0502 田中 優衣 中部大学春日丘高校 63 森川 亜咲

21 Q0556 伊藤 彩 中部大学春日丘高校 伊藤 彩 61

22 R0714 前田 琴羽 岡崎城西高校 60 伊藤 颯野

23 P0965 藤本 里香 天白高校 伊藤 颯野 63

24 Q0599 伊藤 颯野 愛工大名電高 60 森川 亜咲

25 P0917 高橋 結望 名経大市邨高校 高橋 結望 60

26 Q0598 森田 理瑚 椙山女学園高 60 高橋 結望

27 P0712 永田 莉紗 愛知淑徳高校 小島 怜 75

28 Q0580 小島 怜 中部大学春日丘高校    W.O. 岩尾 悠良

29 Q0505 居倉 万央里 木曽川ＬＴＣ 居倉 万央里 60

30 Q0805 福田 宥花 愛工大名電高 61 岩尾 悠良

31 P0528 高木 千捺 旭野高校 岩尾 悠良 60

32 Q0534 岩尾 悠良 愛知啓成高校 61

33 P0550 三浦 陽菜 椙山女学園高 三浦 陽菜    

34 Q0893 田邉 星凪 岡崎城西高校 60 三浦 陽菜

35 Q1577 吉川 まな圭 名古屋女大高 鍋田 紗央 60

36 Q0511 鍋田 紗央 旭丘高校 60 三浦 陽菜

37 P0636 金子 実紗 椙山女学園高 金子 実紗 60

38 Q0588 山本 花乃 愛工大名電高 76(6)   金子 実紗

39 P0779 吉村 紅瑠美 名東高校 高尾 紗々空 64

40 Q0648 高尾 紗々空 桜丘高校 64 三浦 陽菜

41 Q0549 田中 実桜 愛工大名電高 田中 実桜 62

42 P1662 大平 萌恵 昭和高校 61 田中 実桜

43 Q0623 河合 夢叶 名経大市邨高校 長沼 沙羅 62

44 P0611 長沼 沙羅 名東高校 75 五十嵐 あい

45 Q0609 亀井 菜々実 金城学院高校 亀井 菜々実 62

46 P1726 中島 美咲 修文女子高校 61 五十嵐 あい

47 Q0602 山口 ひかり 南山国際高校 五十嵐 あい 60

48 Q0508 五十嵐 あい 愛工大名電高 60

49 P0546 長嶺 那南 椙山女学園高 長嶺 那南    

50 Q0727 原 萌莉 南山高女子部 61 長嶺 那南

51 P0682 稲元 希 愛知淑徳高校 西尾 茉子 60

52 Q0586 西尾 茉子 春日井東高校 60 長嶺 那南

53 Q0526 石濱 玲 名古屋女大高 石濱 玲 60

54 Q0774 青栁 朋奈 明和高校 62 竹村 夏実

55 Q0761 伊藤 愛夏 椙山女学園高 竹村 夏実 60

56 Q0693 竹村 夏実 金城学院高校 62 長嶺 那南

57 R0597 堀田 明花 椙山女学園高 堀田 明花 63

58 P1507 臼井 はつ佳 向陽高校 61 堀田 明花

59 Q1599 森川 姫帆 岩倉総合高校 加藤 愛梨 60

60 P1596 加藤 愛梨 熱田高校 63 稲冨 はるの

61 Q0890 丹生谷 紅杏 岡崎城西高校 丹生谷 紅杏 61

62 Q0582 中村 万桜 名経大高蔵高校 62 稲冨 はるの

63 P0575 山本 亜未 市立北高校 稲冨 はるの 61

64 P0574 稲冨 はるの 椙山女学園高 61
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子シングルス 18歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

65 P0505 石川 亜弥 愛知啓成高校 石川 亜弥

66 P0953 戸松 結香 明和高校 60 石川 亜弥

67 Q0689 加藤 朱音 金城学院高校 柳 涼花 60

68 P0652 柳 涼花 南山国際高校 60 石川 亜弥

69 P0616 大橋 明未 名経大市邨高校 大橋 明未 60

70 P0699 藤島 栞奈 愛知淑徳高校 63 大橋 明未

71 P1569 神野 真優佳 椙山女学園高 神野 真優佳 61

72 P0918 中野 七瀬 桜丘高校 62 滝沢 萌夏

73 P0650 栗谷 真由 南山国際高校 栗谷 真由 75

74 Q0650 水谷 世蓮 中京大附中京高 64 栗谷 真由

75 Q0519 久嶋 音美 春日井東高校 久嶋 音美 60

76 P1573 西田 安佑 東海南高校 63 滝沢 萌夏

77 Q0524 依田 彩愛 刈谷高校 依田 彩愛 60

78 Q1588 下八重 美心 東海学園高校 61 滝沢 萌夏

79 P0683 福島 未菜実 愛知淑徳高校 滝沢 萌夏 61

80 Q0587 滝沢 萌夏 愛知啓成高校 60

81 P0540 阿知波 里佳 椙山女学園高 阿知波 里佳    

82 Q1626 畔柳 和果 刈谷高校 60 阿知波 里佳

83 Q0643 高橋 未織 修文女子高校 正田 優 60

84 P0948 正田 優 名東高校 61 阿知波 里佳

85 P0916 棚橋 彩那 中京大附中京高 棚橋 彩那 63

86 P0778 松本 佳子 金城学院高校 63 永田 梨紗

87 Q0570 伊藤 美沙希 椙山女学園高 永田 梨紗 62

88 R0513 永田 梨紗 旭丘高校 75 阿知波 里佳

89 Q0658 仲井 結菜 名古屋女大高 仲井 結菜 64

90 Q0903 古賀 由理奈 名東高校 60 仲井 結菜

91 Q0804 近藤 百華 椙山女学園高 近藤 百華 60

92 P0646 小野田 紗芙 桜丘高校 63 七熊 和歌

93 Q0514 七熊 和歌 中部大学春日丘高校 七熊 和歌 60

94 P0764 吉野 愛梨 菊里高校 60 七熊 和歌

95 Q0728 鈴木 杏奈 南山高女子部 三浦 杏花 76(4)   

96 Q0522 三浦 杏花 杜若高校 60

97 Q0563 永村 南湖 桜丘高校 永村 南湖    

98 P0721 大木島 鈴夏 愛工大名電高 60 永村 南湖

99 P0518 梅田 理恵子 名大附属高校 加藤 倫奈 61

100 R0503 加藤 倫奈 名経大市邨高校 60 伊藤 瞭

101 P0639 鈴木 里佳 椙山女学園高 鈴木 里佳 75

102 Q1607 河合 留奈 瑞陵高校 61 伊藤 瞭

103 P0951 根来 友楽良 明和高校 伊藤 瞭 63

104 Q0523 伊藤 瞭 誉高校 62 津田 愛

105 Q0528 佐藤 まりあ 椙山女学園高 佐藤 まりあ 62

106 Q0871 中島 礼奈 桜丘高校 60 佐藤 まりあ

107 Q0781 鬼塚 美羽 東海学園高校 齊藤 萌美 60

108 P0602 齊藤 萌美 天白高校 61 津田 愛

109 Q0589 天谷 莉緒 東海学園高校 天谷 莉緒 61

110 P1562 吉崎 希美 旭丘高校 61 津田 愛

111 Q0516 山田 優奈 旭野高校 津田 愛 60

112 Q0529 津田 愛 椙山女学園高 61
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子ダブルス 12歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R

V0003 松本 経 名古屋ＬＴＣ

V0004 松本 快 名古屋ＬＴＣ 松本 経 / 松本 快

bye    

bye 松本 経 / 松本 快

V0082 別所 温大 西尾ＬＴＣ 61

V0045 都築 董紋 西尾ＬＴＣ 別所 温大 / 都築 董紋

V0030 安藤 涼 IWAMOTO IndoorＴ 75

V0096 小池 瑛太 ライズテニススクール 松本 経 / 松本 快

W0031 福岡 新太 スポルトＴＡ 62

W0005 水谷 颯太 佐々ＪＴＳ 福岡 新太 / 水谷 颯太

W0077 坂戸 清之佑 名古屋ＧＴＣ 61

W0091 杉本 倖志朗 名古屋ＧＴＣ 前田 和輝 / 髙根 隆之靖

bye 64

bye 前田 和輝 / 髙根 隆之靖

W0001 前田 和輝 ライズテニススクール    

W0016 髙根 隆之靖 ライズテニススクール

V0001 鈴木 志翔 春日井ＰＴＣ    

V0006 河野 史乃介 TEAM YONEZAWA名古屋 鈴木 志翔 / 河野 史乃介

bye    

bye 鈴木 志翔 / 河野 史乃介

V0029 西山 大樹 西尾ＬＴＣ 63

V0053 吉井 一就 チェリーＴＣ 西山 大樹 / 吉井 一就

V0060 落合 樹 TEAM KOMADA 61

V0093 野田 和輝 名古屋ＧＴＣ 鈴木 志翔 / 河野 史乃介

W0015 野田 透羽 竜美丘ＴＣ 60

X0010 上野 優元 ミズノＴＣ 藤江 慶 / 古谷 啄巳

V0125 藤江 慶 ハリーズITC 63

V0104 古谷 啄巳 Ｎテニスアカデミー 辻村 太一 / 近藤 晃世

bye 75

bye 辻村 太一 / 近藤 晃世

W0013 辻村 太一 茨木テニスクラブ    

W0025 近藤 晃世 ハリーズITC

V0005 松岡 功太 h2エリートTA    

V0061 山本 翔太 h2エリートTA 松岡 功太 / 山本 翔太

bye    

bye 松岡 功太 / 山本 翔太

W0039 高橋 蓮士 チェリーＴＣ 64

V0019 稲垣 慎太朗 チェリーＴＣ 高橋 蓮士 / 稲垣 慎太朗

W0018 山田 佳輝 Tips 63

X0017 近藤 京哉 Tips 松岡 朔杜 / 河野 壯和

V0020 河田 敦貴 TEAM KOMADA 64

V0009 中廣 修太 テニスラウンジ 松岡 朔杜 / 河野 壯和

X0040 松岡 朔杜 チェリーＴＣ 61

V0050 河野 壯和 チェリーＴＣ 松岡 朔杜 / 河野 壯和

bye 64

bye 清水 賀公 / 元倉 八雲

V0048 清水 賀公 TEAM KOMADA    

V0037 元倉 八雲 TEAM KOMADA

V0017 鈴木 亮 CIAOテニスクラブ    

V0041 伊藤 佑真 CIAOテニスクラブ 鈴木 亮 / 伊藤 佑真

bye    

bye 鈴木 亮 / 伊藤 佑真

V0047 村上 颯太郎 テニスラウンジ 62

W0062 神谷 駿 テニスラウンジ 永田 温人 / 大村 洸太朗

V0018 永田 温人 ロングウッド 60

V0063 大村 洸太朗 木曽川ＬＴＣ 高橋 昂生 / 谷川 瑛彦

V0042 藤本 悠太 西尾ＬＴＣ 60

V0010 小野 倫太郎 西尾ＬＴＣ 藤本 悠太 / 小野 倫太郎

W0037 日比野 遥介 ロングウッド 61

V0057 三浦 虎次朗 ロングウッド 高橋 昂生 / 谷川 瑛彦

bye 60

bye 高橋 昂生 / 谷川 瑛彦

V0066 高橋 昂生 チェリーＴＣ    

V0021 谷川 瑛彦 Tips
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子ダブルス 12歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R

V0528 上瀧 乃々果 茨木テニスクラブ

V0501 大矢 彩葉 竜美丘ＴＣ 上瀧 乃々果 / 大矢 彩葉

bye    

bye 上瀧 乃々果 / 大矢 彩葉

W0524 古河 沙葵 TEAM KOMADA 61

X0523 佐藤 莉子 TEAM KOMADA 古河 沙葵 / 佐藤 莉子

X0513 小田 くるみ 西尾ＬＴＣ 61

Y0501 佐藤 心春 西尾ＬＴＣ 上瀧 乃々果 / 大矢 彩葉

W0509 関 桜子 覚王山ＴＣ 60

V0549 森島 萌結 スポルトＴＡ 関 桜子 / 森島 萌結

bye    

bye 海道 七葉 / 船橋 弥子

bye 75

bye 海道 七葉 / 船橋 弥子

V0544 海道 七葉 テニスラウンジ    

V0510 船橋 弥子 インドアテニス一宮

V0525 松本 理紗 名古屋ＬＴＣ    

V0513 服部 友維 名古屋ＬＴＣ 松本 理紗 / 服部 友維

bye    

bye 松本 理紗 / 服部 友維

V0516 上村 華凜 竜美丘ＴＣ 61

V0514 鈴木 里彩 竜美丘ＴＣ 赤羽 鳳 / 中尾 陽花

V0520 赤羽 鳳 茨木テニスクラブ 62

V0539 中尾 陽花 茨木テニスクラブ 松本 理紗 / 服部 友維

W0508 赤羽 蘭 茨木テニスクラブ 61

W0505 佐々木 琴子 茨木テニスクラブ 赤羽 蘭 / 佐々木 琴子

bye    

bye 田島 叶萌 / 細田 杏莉

bye 62

bye 田島 叶萌 / 細田 杏莉

V0506 田島 叶萌 メインテニスクラブ    

V0526 細田 杏莉 Tips

V0521 北根 才環子 team-N.1    

V0522 上村 睦実 team-N.1 北根 才環子 / 上村 睦実

bye    

bye 北根 才環子 / 上村 睦実

X0508 高橋 志緒 チェリーＴＣ 60

X0507 松田 楓子 チェリーＴＣ 村松 杏 / 荻野 莉子

W0546 村松 杏 名古屋ＧＴＣ 63

W0527 荻野 莉子 名古屋ＧＴＣ 北根 才環子 / 上村 睦実

W0511 大口 心優 TEAM KOMADA 62

W0518 加藤 楓菜 メドウスＴＧ 大口 心優 / 加藤 楓菜

V0532 加藤 大愛 ウィルＴＡ瀬戸 62

V0536 天谷 有良 ウィルＴＡ瀬戸 永田 花保 / 駒田 唯衣

bye 62

bye 永田 花保 / 駒田 唯衣

X0501 永田 花保 ロングウッド    

X0511 駒田 唯衣 ＧＩＴＣ

V0505 前田 桃子 茨木テニスクラブ    

V0519 新堀 日葵 ライズテニススクール 前田 桃子 / 新堀 日葵

bye    

bye 前田 桃子 / 新堀 日葵

X0510 早田 葵衣 CIAOテニスクラブ 62

X0519 石島 聖菜 CIAOテニスクラブ 青田 結夢 / 山崎 萌衣

W0544 青田 結夢 メドウスＴＧ 62

V0545 山崎 萌衣 メドウスＴＧ 石島 妃菜 / 菊野 心々夏

X0505 市原 和奏 ロングウッド 64

V0553 プレーバー 恵真 ロングウッド 市原 和奏 / プレーバー 恵真

X0504 村上 英里依 春日井ＰＴＣ 61

W0523 川上 紗羅 春日井ＰＴＣ 石島 妃菜 / 菊野 心々夏

bye 61

bye 石島 妃菜 / 菊野 心々夏

V0527 石島 妃菜 CIAOテニスクラブ    

V0508 菊野 心々夏 PINTO.TC
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子ダブルス 14歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R

T0107 坂本 怜 チェリーＴＣ

T0005 富田 悠太 チェリーＴＣ 坂本 怜 / 富田 悠太

U0055 小田 竜馬 西尾ＬＴＣ 60

U0004 竹内 一希 テニスラウンジ 坂本 怜 / 富田 悠太

U0047 杉山 天勇 TEAM KOMADA 62

U0150 加藤 広夢 TEAM KOMADA 杉山 天勇 / 加藤 広夢

U0006 深川 椋太郎 茨木テニスクラブ 62

U0026 野崎 悠太 茨木テニスクラブ 坂本 怜 / 富田 悠太

T0037 北根 弘基 名古屋ＬＴＣ 63

T0021 池田 陽凪大 テニスラウンジ 北根 弘基 / 池田 陽凪大

U0036 佐野 和哉 スポルトＴＡ 63

U0053 佐藤 輝一 衣浦ＭＴＣ 水野 創太 / 鵜飼 渉

T0079 加藤 樹真 西尾ＬＴＣ 60

T0080 加藤 佑真 西尾ＬＴＣ 水野 創太 / 鵜飼 渉

T0057 水野 創太 覚王山ＴＣ 63

T0075 鵜飼 渉 名古屋ＬＴＣ

U0041 太田 瑛主 STSS    

U0008 藤本 燦萄 ツクルTeam Kei 太田 瑛主 / 藤本 燦萄

U0037 根崎 恵佑 スポルトＴＡ 76(5)   

U0034 田中 晴志郎 茨木テニスクラブ 太田 瑛主 / 藤本 燦萄

T0001 三木 捷照 名経大市邨中学 63

T0096 佐々木 吏聡 名経大市邨中学 三木 捷照 / 佐々木 吏聡

T0067 田口 博海 TEAM KOMADA 64

T0223 大西 陽也 STSS 家合 秀輔 / 家合 竜佐

T0181 家合 秀輔 TEAM KOMADA 64

T0182 家合 竜佐 TEAM KOMADA 家合 秀輔 / 家合 竜佐

U0075 山下 龍之介 Tips 64

U0058 水野 愛也 h2エリートTA 家合 秀輔 / 家合 竜佐

T0069 若松 琉晟 ライズテニススクール 75

U0011 近藤 聖真 ライズテニススクール 新実 剛生 / 内田 真翔

U0002 新実 剛生 西尾ＬＴＣ 60

U0057 内田 真翔 TEAM YONEZAWA名古屋

T0068 後藤 章一郎 チェリーＴＣ    

T0022 長野 晃大 チェリーＴＣ 後藤 章一郎 / 長野 晃大

U0009 本田 拓帆 TEAM YONEZAWA名古屋 63

U0060 船住 玲音 TEAM YONEZAWA名古屋 後藤 章一郎 / 長野 晃大

T0078 田中 隼佑 西尾ＬＴＣ 61

T0060 原田 夏輝 西尾ＬＴＣ 高祖 海音 / 三宅 道之介

U0001 高祖 海音 h2エリートTA 64

U0045 三宅 道之介 h2エリートTA 長田 虎汰郎 / 斉藤 俊樹

T0004 長田 虎汰郎 SHOW.T.P 75

T0051 斉藤 俊樹 衣浦ＭＴＣ 長田 虎汰郎 / 斉藤 俊樹

T0025 山﨑 正二朗 TEAM KOMADA 62

T0109 本田 真翔 いだか東名テニス 長田 虎汰郎 / 斉藤 俊樹

U0046 島 悠太 名古屋ＧＴＣ 61

U0048 成瀬 稜泰 名古屋ＧＴＣ 村上 蔵仁 / 尾関 太陽

U0007 村上 蔵仁 名古屋ＬＴＣ 61

U0003 尾関 太陽 ロングウッド

T0003 中廣 勇太 名古屋中学    

T0031 清水 陸来 名古屋中学 中廣 勇太 / 清水 陸来

T0039 西川 徹 Tips 64

T0020 坪内 俊希 愛工大名電中 間瀬 大睦 / 矢内 大祐

U0052 市原 颯 ロングウッド 76(4)   

U0054 新井場 亮輔 Tips 間瀬 大睦 / 矢内 大祐

T0017 間瀬 大睦 南愛知TD 61

T0225 矢内 大祐 南愛知TD 間瀬 大睦 / 矢内 大祐

T0030 河田 悠翔 TEAM YONEZAWA名古屋 62

T0012 塩崎 一護 SHOW.T.P 河田 悠翔 / 塩崎 一護

T0076 田中 幹太郎 茨木テニスクラブ 64

T0077 都築 凪斗 スポルトＴＡ 熊田 健斗 / 日比野 悠太郎

T0071 大倉 開 佐々ＪＴＳ 64

U0175 天野 敬太 佐々ＪＴＳ 熊田 健斗 / 日比野 悠太郎

T0007 熊田 健斗 ロングウッド 63

T0094 日比野 悠太郎 ロングウッド
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子ダブルス 14歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R

T0514 津田 梨央 ウィルＴＡ瀬戸

T0522 成田 百那 team-N.1 津田 梨央 / 成田 百那

T0616 大川 紗奈 ロングウッド 61

T0675 麻田 美空 ロングウッド 津田 梨央 / 成田 百那

T0679 小川 結希 南山中女子部 60

T0682 谷本 眞帆 南山中女子部 北埜 藍璃 / 小林 愛実

T0504 北埜 藍璃 竜美丘ＴＣ 61

T0517 小林 愛実 SHOW.T.P 津田 梨央 / 成田 百那

T0507 甲斐 優花 CROSS ROAD 61

U0501 松川 翠結 竜美丘ＴＣ 甲斐 優花 / 松川 翠結

T0621 牛田 果歩 椙山女学園中学 60

U0608 古橋 凛子 椙山女学園中学 甲斐 優花 / 松川 翠結

U0631 境 彩花 南山中女子部 61

T0678 下平 彩良 南山中女子部 佐々木 麻衣 / 宮下 桃菜

U0525 佐々木 麻衣 春日井ＰＴＣ 60

U0505 宮下 桃菜 チェリーＴＣ

T0532 西尾 亜子 ロングウッド    

T0502 神鳥 ひかる Ｋ１ＴＡ 西尾 亜子 / 神鳥 ひかる

T0622 木部 玲愛 椙山女学園中学 60

T0629 牧野 ななみ 椙山女学園中学 西尾 亜子 / 神鳥 ひかる

T0551 加藤 優芽 ウィルＴＡ瀬戸 60

T0544 山内 華乃 チェリーＴＣ 加藤 優芽 / 山内 華乃

T0560 宮川 真緒 Tips 61

T0567 菅 晴香 Tips 西尾 亜子 / 神鳥 ひかる

T0515 木村 美柚 南山中女子部 76(6)   

T0545 鈴木 陽葉 チェリーＴＣ 木村 美柚 / 鈴木 陽葉

U0607 青木 美潤 椙山女学園中学 60

U0606 中嶋 美羽 椙山女学園中学 木村 美柚 / 鈴木 陽葉

T0604 小久保 美織 CIAOテニスクラブ 62

T0569 照屋 美友 CIAOテニスクラブ 名倉 万稀 / 市川 遥瑠

U0519 名倉 万稀 ロングウッド 61

U0540 市川 遥瑠 TEAM YONEZAWA名古屋

T0513 渡邉 菜央 TEAM KOMADA    

T0607 杉村 優月 チェリーＴＣ 渡邉 菜央 / 杉村 優月

T0663 松井 美理 守山東中学 60

T0661 神保 なつき 守山東中学 渡邉 菜央 / 杉村 優月

T0598 小木曽 美春 諸の木テニスクラブ 64

T0546 内田 美緒 諸の木テニスクラブ 三岡 叶 / 田上 にこ

U0534 三岡 叶 椙山女学園中学 63

U0560 田上 にこ チェリーＴＣ 渡邉 菜央 / 杉村 優月

U0506 堀部 珠乃 チェリーＴＣ 64

U0546 橋本 梨歩 Tips 堀部 珠乃 / 橋本 梨歩

T0580 野村 玲央 椙山女学園中学 61

T0627 平越 日葵 椙山女学園中学 内山 あかり / 大江 真央

T0686 木下 結維 愛知中学 63

T0687 瀧 彩良 愛知中学 内山 あかり / 大江 真央

U0509 内山 あかり ウィルＴＡ瀬戸 60

U0503 大江 真央 名古屋ＬＴＣ

T0512 吉田 琴美 TEAM KOMADA    

T0501 高田 知穂 TEAM KOMADA 吉田 琴美 / 高田 知穂

U0517 秋山 結香 テニスラウンジ 60

U0538 吉川 慧 Nick's T.T. Aichi 吉田 琴美 / 高田 知穂

T0617 日比野 歩美 椙山女学園中学 60

T0619 佐々木 希愛 椙山女学園中学 木村 百華 / 小笠原 里桜

U0502 木村 百華 チェリーＴＣ 60

U0521 小笠原 里桜 CIAOテニスクラブ 吉田 琴美 / 高田 知穂

U0504 青木 実紘 h2エリートTA 64

U0542 加藤 己結 CIAOテニスクラブ 青木 実紘 / 加藤 己結

U0522 今村 江里 名古屋ＬＴＣ 61

U0559 梶家 音花 SHOW.T.P 友松 あみ / 清水 葵

T0660 佐田 莉奈 守山東中学 60

T0665 平林 凜子 守山東中学 友松 あみ / 清水 葵

T0508 友松 あみ テニスラウンジ 60

T0521 清水 葵 スポルトＴＡ

30

31

32

24

25

26

27

28

29

18

19

20

21

22

23

12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

11

1

1～42

3

4

5

1

2

3

4



第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子ダブルス 16歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

S0018 片山 新 たけがわテニスクラブ

R0046 岩井 雄大 たけがわテニスクラブ 片山 新 / 岩井 雄大

bye    

bye 片山 新 / 岩井 雄大

S0261 大宮 想生 名古屋中学 60

S0089 藤本 和希 名古屋中学 大宮 想生 / 藤本 和希

S0214 松田 壱成 茨木テニスクラブ 64

S0120 櫻井 創太 茨木テニスクラブ 片山 新 / 岩井 雄大

R0035 平岡 太陽 CROSS ROAD 63

R0126 鎌田 海友 ライズテニススクール 平岡 太陽 / 鎌田 海友

bye    

bye 一柳 大湖 / 福田 穣為

bye 75

bye 一柳 大湖 / 福田 穣為

S0047 一柳 大湖 西尾ＬＴＣ    

S0116 福田 穣為 南愛知TD 鳥居 宏光 / 水野 瑛太

R0076 鳥居 宏光 名経大市邨中学 62

R0031 水野 瑛太 名古屋ＬＴＣ 鳥居 宏光 / 水野 瑛太

bye    

bye 鳥居 宏光 / 水野 瑛太

bye 62

bye 伊藤 琉我 / 黒柳 慶亮

R0136 伊藤 琉我 Ｎテニスアカデミー    

R0217 黒柳 慶亮 CROSS ROAD 鳥居 宏光 / 水野 瑛太

R0094 鈴木 大翔 名経大高蔵中学 62

S0104 森 衣吹 名経大市邨中学 鈴木 大翔 / 森 衣吹

S0024 佐藤 天真 若鳩インドアテニス 76(4)   

S0095 成瀬 圭泰 名古屋ＧＴＣ 緒方 遙平 / 小栗 周馬

bye 64

bye 緒方 遙平 / 小栗 周馬

S0205 緒方 遙平 東海中学    

S0015 小栗 周馬 TEAM YONEZAWA名古屋

R0029 丸井 優希 名古屋ＬＴＣ    
R0043 森島 哲太 スポルトＴＡ 丸井 優希 / 森島 哲太

bye    

bye 丸井 優希 / 森島 哲太

S0328 西部 良哉 守山東中学 60

S0329 大保 拓己 守山東中学 安津 雄喜 / 松岡 知哉

R0110 安津 雄喜 昭和高校 61

R0480 松岡 知哉 昭和高校 丸井 優希 / 森島 哲太

R0215 村上 英利 名古屋中学 62

R0248 高橋 彩仁 名古屋中学 村上 英利 / 高橋 彩仁

bye    

bye 若松 翼 / 加藤 大翔

bye 75

bye 若松 翼 / 加藤 大翔

R0030 若松 翼 ライズテニススクール    

R0017 加藤 大翔 ライズテニススクール 丸井 優希 / 森島 哲太

R0237 大倉 隆太郎 名古屋中学 76(5)   

R0062 小久保 有貴 名古屋中学 大倉 隆太郎 / 小久保 有貴

bye    

bye 大倉 隆太郎 / 小久保 有貴

bye 61

bye 下鍋 蓮 / 高木 亮輔

S0008 下鍋 蓮 ウィルＴＡ瀬戸    

S0022 高木 亮輔 ウィルＴＡ瀬戸 伊藤 俊太朗 / 三宅 凌平

S0272 森 晴葵 名古屋中学 62

S0276 木村 豪秀 名古屋中学 田中 涼大 / 川野 佑太

S0207 田中 涼大 スポルトＴＡ 64

S0121 川野 佑太 スポルトＴＡ 伊藤 俊太朗 / 三宅 凌平

bye 60

bye 伊藤 俊太朗 / 三宅 凌平

R0352 伊藤 俊太朗 名古屋高校    

R0004 三宅 凌平 TEAM YONEZAWA名古屋
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子ダブルス 16歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

S0006 牧村 周燈 名古屋ＬＴＣ

S0004 稲川 了介 TEAM YONEZAWA名古屋 牧村 周燈 / 稲川 了介

bye    

bye 牧村 周燈 / 稲川 了介

T0186 加藤 颯人 東海中学 62

S0235 川村 亘輝 東海中学 小川 光琉 / 杉山 颯

T0178 小川 光琉 名古屋中学 76(4)   

S0270 杉山 颯 名古屋中学 関 泰久 / 小原 蒼矢

S0206 櫻井 祐希 東海中学 75

S0228 杉山 豪 東海中学 櫻井 祐希 / 杉山 豪

bye    

bye 関 泰久 / 小原 蒼矢

bye 60

bye 関 泰久 / 小原 蒼矢

S0037 関 泰久 覚王山ＴＣ    

S0053 小原 蒼矢 スポルトＴＡ 関 泰久 / 小原 蒼矢

S0043 仲 温斗 茨木テニスクラブ 61

S0107 小野木 新太 チェリーＴＣ 仲 温斗 / 小野木 新太

bye    

bye 奥谷 健仁 / 富山 翔太

T0087 岩﨑 洸文 いだか東名テニス 64

S0208 前田 快人 いだか東名テニス 奥谷 健仁 / 富山 翔太

S0117 奥谷 健仁 ＡＺＵＲ　ＴＡ 61

S0114 富山 翔太 TEAM KOMADA 平松 慶大 / 伊藤 彰浩

S0046 菊池 航太朗 西尾ＬＴＣ 62

S0033 吉岡 拓海 Ｎテニスアカデミー 菊池 航太朗 / 吉岡 拓海

R0369 住田 篤太郎 愛工大名電高 61

R0368 小川 創生 愛工大名電高 平松 慶大 / 伊藤 彰浩

bye 62

bye 平松 慶大 / 伊藤 彰浩

S0026 平松 慶大 名古屋ＬＴＣ    

S0009 伊藤 彰浩 スポルトＴＡ

S0005 藤岡 呂嵩 西尾ＬＴＣ    
R0045 植松 恭悟 CIAOテニスクラブ 藤岡 呂嵩 / 植松 恭悟

bye    

bye 藤岡 呂嵩 / 植松 恭悟

S0303 瀬川 直都 愛知中学 60

S0301 鍋田 隆友 愛知中学 佐藤 一斗 / 寺岡 志竜

R0153 佐藤 一斗 南山国際高校    W.O.

S0169 寺岡 志竜 南山国際中学 藤岡 呂嵩 / 植松 恭悟

R0127 西浦 瑞季 桜丘高校 60

S0284 鈴木 瑛大 豊橋桜丘中学 西浦 瑞季 / 鈴木 瑛大

bye    

bye 三坂 竜太 / 原 優汰

bye 61

bye 三坂 竜太 / 原 優汰

R0095 三坂 竜太 昭和高校    

R0142 原 優汰 東海学園高校 藤岡 呂嵩 / 植松 恭悟

R0186 三井 天翔 テニスラウンジ 64

R0114 田植 仁都 ルネサンス名古屋熱田 三井 天翔 / 田植 仁都

bye    

bye 三井 天翔 / 田植 仁都

S0269 小嶋 健太 名古屋中学 63

S0271 武藤 正悟 名古屋中学 堀江 勇輝 / 鈴木 悠世

S0157 堀江 勇輝 チェリーＴＣ 63

S0282 鈴木 悠世 Tips 三井 天翔 / 田植 仁都

S0112 夏目 創太 たけがわテニスクラブ 62

S0084 池田 陸音 たけがわテニスクラブ 夏目 創太 / 池田 陸音

R0462 市川 大葵 一宮工業高校    W.O.

R0463 小川 拓 一宮工業高校 河田 健太 / 戸谷 彩人

bye 60

bye 河田 健太 / 戸谷 彩人

S0025 河田 健太 TEAM KOMADA    

S0087 戸谷 彩人 名古屋ＬＴＣ
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子ダブルス 16歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

R0505 駒田 光音 名東高校

R0512 新竹 藍 愛知啓成高校 駒田 光音 / 新竹 藍

bye    

bye 駒田 光音 / 新竹 藍

R0686 臼井 真緒 金城学院中学 60

S0622 小川 莉奈 金城学院中学 朝倉 夢琶 / 鈴木 星夏

S0645 朝倉 夢琶 名経大市邨中学 61

R0622 鈴木 星夏 名経大高蔵中学 駒田 光音 / 新竹 藍

S0718 中川 夏帆 愛知淑徳中学 60

S0715 水谷 菜那 愛知淑徳中学 八田 楓菜 / 櫻井 菜々子

S0656 八田 楓菜 金城学院中学 63

S0676 櫻井 菜々子 金城学院中学 横山 若音 / 澤田 なな美

S0666 森島 彩乃 金城学院中学 60

T0590 加藤 愛子 金城学院中学 横山 若音 / 澤田 なな美

R0618 横山 若音 聖霊高校 60

R0617 澤田 なな美 聖霊高校 駒田 光音 / 新竹 藍

S0555 長﨑 春媛 竜美丘ＴＣ 62

S0510 大矢 夏寧 竜美丘ＴＣ 長﨑 春媛 / 大矢 夏寧

bye    

bye 長﨑 春媛 / 大矢 夏寧

S0701 川崎 結子 南山中女子部 60

S0704 小川 奈津子 南山中女子部 川崎 結子 / 小川 奈津子

R0684 中谷 文香 金城学院中学 61

S0623 小森 育代 金城学院中学 長﨑 春媛 / 大矢 夏寧

R0678 伊藤 吟姫 金城学院中学 75

R0683 萩田 詩乃 金城学院中学 大坪 すずな / 溝 彩花

S0648 大坪 すずな 椙山女学園中学 63

S0649 溝 彩花 椙山女学園中学 三橋 はな / 中井 琉湖

bye 60

bye 三橋 はな / 中井 琉湖

S0522 三橋 はな スポルトＴＡ    

S0503 中井 琉湖 春日井ＰＴＣ

S0515 斉藤 双葉 衣浦ＭＴＣ    
S0520 小林 海夢 TEAM YONEZAWA名古屋 斉藤 双葉 / 小林 海夢

bye    

bye 斉藤 双葉 / 小林 海夢

S0742 布目 真穂 名古屋女大中学 60

S0743 吉見 爽 名古屋女大中学 布目 真穂 / 吉見 爽

R0679 尾関 優奈 金城学院中学 60

R0680 久保田 早英子 金城学院中学 斉藤 双葉 / 小林 海夢

S0692 櫻井 千秋 名古屋女大中学 61

S0741 佐土原 華蓮 名古屋女大中学 櫻井 千秋 / 佐土原 華蓮

S0667 甲斐 まや 金城学院中学 61

S0678 武友 彩菜 金城学院中学 小林 美結 / 海道 柚葉

S0662 岩瀬 理紗子 金城学院中学 60

S0657 障子 美伶 金城学院中学 小林 美結 / 海道 柚葉

S0516 小林 美結 SHOW.T.P 60

S0544 海道 柚葉 テニスラウンジ 斉藤 双葉 / 小林 海夢

S0534 祖父江 由佳 椙山女学園中学 60

S0627 松枝 蒼空 金城学院中学 祖父江 由佳 / 松枝 蒼空

bye    

bye 祖父江 由佳 / 松枝 蒼空

S0745 井原 美月 名古屋女大中学 60

S0746 川上 唯華 名古屋女大中学 橋本 理子 / 阪野 愛彩

S0714 橋本 理子 愛知淑徳中学 62

S0720 阪野 愛彩 愛知淑徳中学 金子 陽向子 / 比楽 美咲

R0682 丸山 向日葵 金城学院中学 62

R0677 西山 実季 金城学院中学 丸山 向日葵 / 西山 実季

S0747 永岡 幸穂 守山東中学 60

S0695 高橋 ひばり 守山東中学 金子 陽向子 / 比楽 美咲

bye 60

bye 金子 陽向子 / 比楽 美咲

S0543 金子 陽向子 豊橋スーパーテニス    

S0533 比楽 美咲 西尾ＬＴＣ
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子ダブルス 16歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

S0514 名倉 果甫 ロングウッド

R0519 水野 莉緒 ロングウッド 名倉 果甫 / 水野 莉緒

bye    

bye 名倉 果甫 / 水野 莉緒

S0650 高橋 淑菜 椙山女学園中学 60

S0651 鹿嶋 莉花 椙山女学園中学 高橋 淑菜 / 鹿嶋 莉花

R0676 伊藤 彩花 金城学院中学 62

R0687 督永 悠羽 金城学院中学 名倉 果甫 / 水野 莉緒

S0563 前田 菜月 茨木テニスクラブ 63

S0549 小野塚 凛 茨木テニスクラブ 前田 菜月 / 小野塚 凛

S0664 加藤 万奈 金城学院中学 60

S0672 青木 愛奈 金城学院中学 前田 菜月 / 小野塚 凛

R0595 角田 彩実 金城学院高校 63

R0594 澤田 明里 金城学院高校 森 芽久 / 金子 萌芳

R0544 森 芽久 椙山女学園中学 61

S0590 金子 萌芳 椙山女学園中学 三輪 愛佳 / 山田 彩萌

R0529 三輪 愛佳 金城学院中学 63

S0528 山田 彩萌 名古屋ＬＴＣ 三輪 愛佳 / 山田 彩萌

S0700 水野 加琳 守山東中学 60

S0697 川上 里奈 守山東中学 三輪 愛佳 / 山田 彩萌

S0607 神野 花 聖霊中学 60

R0646 野澤 えみな 聖霊中学 神野 花 / 野澤 えみな

S0653 川原 元香 豊橋桜丘中学 62

S0652 井上 満莉奈 豊橋桜丘中学 三輪 愛佳 / 山田 彩萌

R0593 石原 愛心 金城学院高校 75

R0596 廣畑 遥香 金城学院高校 石原 愛心 / 廣畑 遥香

S0744 田中 杏奈 名古屋女大中学 60

T0653 横粂 橙子 名古屋女大中学 山本 未来 / 余田 涼樹

bye 60

bye 山本 未来 / 余田 涼樹

R0574 山本 未来 名古屋ＬＴＣ    

R0560 余田 涼樹 チェリーＴＣ

R0524 岩井 亜麻音 テニスラウンジ    
R0518 尾関 果歩 ロングウッド 岩井 亜麻音 / 尾関 果歩

bye    

bye 二村 水桜香 / 吉川 菜月

R0681 片岡 瑞帆 金城学院中学    W.O.

R0685 牧 里緒子 金城学院中学 二村 水桜香 / 吉川 菜月

S0643 二村 水桜香 TEAM KOMADA 60

R0558 吉川 菜月 CIAOテニスクラブ 菱田 奈那 / 村山 天姫

S0535 山本 和香奈 愛知淑徳中学 60

S0717 風岡 穂乃香 愛知淑徳中学 山本 和香奈 / 風岡 穂乃香

S0665 木全 優理 金城学院中学 60

S0680 山田 悠菜 金城学院中学 菱田 奈那 / 村山 天姫

S0699 永峯 遥 守山東中学 61

S0696 金森 虹佳 守山東中学 菱田 奈那 / 村山 天姫

S0529 菱田 奈那 TEAM KOMADA 60

R0532 村山 天姫 椙山女学園中学 山崎 さくら / 槙原 瑠奈

R0540 可児 涼香 ロングウッド小牧 61

R0520 西 遥花 h2エリートTA 可児 涼香 / 西 遥花

S0686 竹内 愛梨 長良中学 60

S0685 太田 夕菜 長良中学 可児 涼香 / 西 遥花

S0671 加藤 愛理 金城学院中学 61

S0659 東原 茉央 金城学院中学 深谷 紗羽 / 秋山 聡美

S0512 深谷 紗羽 ライズテニススクール 60

S0547 秋山 聡美 テニスラウンジ 山崎 さくら / 槙原 瑠奈

S0562 石川 彩乃 衣浦ＭＴＣ 76(5)   

S0540 宮岡 紫織 スポルトＴＡ 石川 彩乃 / 宮岡 紫織

T0584 長崎 愛加 金城学院中学 61

S0677 高木 花凛 金城学院中学 山崎 さくら / 槙原 瑠奈

bye 63

bye 山崎 さくら / 槙原 瑠奈

S0504 山崎 さくら 西尾ＬＴＣ    

R0535 槙原 瑠奈 覚王山ＴＣ
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子ダブルス 18歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

P0005 渡邉 敦也 名古屋高校

P0011 大矢 祥生 名古屋高校 渡邉 敦也 / 大矢 祥生

R0149 早川 慶志 東海高校 60

Q0060 家田 侑弥 東海高校 渡邉 敦也 / 大矢 祥生

Q0477 安部 隆成 至学館高校 60

P2452 攝津 直也 至学館高校 寺澤 竜也 / 浅井 康汰

P2272 寺澤 竜也 一宮工業高校 61

Q1373 浅井 康汰 一宮工業高校 渡邉 敦也 / 大矢 祥生

Q0108 橋本 永和 桜丘高校 62

Q0087 鬼頭 怜耶 桜丘高校 橋本 永和 / 鬼頭 怜耶

Q0107 野原 翼 名経大高蔵高校 62

Q0283 森 望景 名経大高蔵高校 中尾 隼也 / 内倉 隼哉

Q0057 早瀬 伊織 瑞陵高校 64

Q0101 平松 侑樹 菊里高校 中尾 隼也 / 内倉 隼哉

P0028 中尾 隼也 名経大市邨高校 60

Q0047 内倉 隼哉 名経大市邨高校 加藤 翼 / 小林 冠介

P0046 加藤 翼 名経大市邨高校 76(3)   

P0065 小林 冠介 名経大市邨高校 加藤 翼 / 小林 冠介

Q1097 山川 龍也 至学館高校 60

Q0480 郷田 信生 至学館高校 加藤 翼 / 小林 冠介

P0184 森田 実 名古屋高校 60

P0018 浜本 哲 名古屋高校 丹下 樹 / 西山 和樹

P0142 丹下 樹 中部大学春日丘高校 64

P0287 西山 和樹 中部大学春日丘高校 加藤 翼 / 小林 冠介

R0022 坂本 拳 中部大学春日丘高校 63

Q0065 寺尾 奏良 中部大学春日丘高校 坂本 拳 / 寺尾 奏良

P3029 藤原 温人 中京大附中京高 61

Q1060 山野 颯斗 瑞陵高校 緒方 俊太郎 / 白木 幹人

P2262 正寶 前 犬山高校 61

P2266 大橋 龍 犬山高校 緒方 俊太郎 / 白木 幹人

Q0197 緒方 俊太郎 東海高校 60

Q0052 白木 幹人 東海高校

P0022 市川 剣都 名経大市邨高校    
P0001 伊藤 厚陽 名経大市邨高校 市川 剣都 / 伊藤 厚陽

Q1052 三宅 一世 桜台高校    W.O.

P3182 澤村 亮太 桜台高校 市川 剣都 / 伊藤 厚陽

R0072 加藤 輝丸 中京大附中京高 60

R0007 斎藤 海斗 岡崎城西高校 加藤 輝丸 / 斎藤 海斗

Q0053 三浦 弘暉 中部大学春日丘高校 63

Q0097 松本 直生 中部大学春日丘高校 市川 剣都 / 伊藤 厚陽

P0168 高野 凌衣 愛工大名電高 60

R0057 前川 優守 愛工大名電高 高野 凌衣 / 前川 優守

P0214 中川 蒼唯 東海高校 62

P0213 小澤 瞭 東海高校 高野 凌衣 / 前川 優守

P2499 尾崎 奏 昭和高校 75

P2497 布目 英資 昭和高校 鈴木 恒星 / 高取 元

Q0025 鈴木 恒星 刈谷高校 61

P0084 高取 元 刈谷高校 市川 剣都 / 伊藤 厚陽

R0001 三木 琢慈 名経大市邨高校 60

Q0011 伊左治 陽生 名経大市邨高校 三木 琢慈 / 伊左治 陽生

R0086 近藤 智輝 名古屋高校 60

Q0194 永井 陸斗 名古屋高校 三木 琢慈 / 伊左治 陽生

P0083 石川 結賀 愛工大名電高 60

P0055 谷 伊織 愛工大名電高 石川 結賀 / 谷 伊織

Q0088 金山 周 岡崎城西高校 61

P3108 六笠 広輝 岡崎城西高校 三木 琢慈 / 伊左治 陽生

P2200 大谷 朝飛 愛工大名電高 64

Q0391 桑原 歩希 愛工大名電高 大谷 朝飛 / 桑原 歩希

Q0275 徐 章豪 中部大学春日丘高校 76(6)   

Q0263 酒井 悠成 向陽高校 伏見 太杜 / 大原 貫路

P2204 韓 宗訓 愛工大名電高 62

P0282 坪内 美希哉 愛工大名電高 伏見 太杜 / 大原 貫路

Q0023 伏見 太杜 名古屋高校 60

Q0002 大原 貫路 名古屋高校
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子ダブルス 18歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

P0106 夏目 拓 中部大学春日丘高校

P0074 宮崎 経 桜丘高校 夏目 拓 / 宮崎 経

Q0004 小出 翔陽 名経大市邨高校 62

P3316 菅 史弥 名経大市邨高校 夏目 拓 / 宮崎 経

Q1077 谷川 翔紀 東郷高校 62

Q1081 勝見 徳 東郷高校 森島 康太 / 山﨑 康ノ介

Q0138 森島 康太 名古屋高校 63

P2122 山﨑 康ノ介 名古屋高校 夏目 拓 / 宮崎 経

Q0179 荒木 華之琉 天白高校 60

P0230 谷川 葉 天白高校 荒木 華之琉 / 谷川 葉

P2401 上野 裕貴 東海南高校 60

P2403 小西 佑紀 東海南高校 荒木 華之琉 / 谷川 葉

Q0261 山田 凌大 名古屋高校 75

Q1098 根木 颯也 名古屋高校 吉田 隆人 / 後藤 伶緒

P0147 吉田 隆人 昭和高校 62

P0140 後藤 伶緒 東海学園高校 高田 順平 / 田岡 大知

Q0039 木村 一都 名古屋高校 62

Q0059 織田 健司 名古屋高校 木村 一都 / 織田 健司

P3164 早川 真矢 熱田高校 61

P3168 安田 拓未 熱田高校 木村 一都 / 織田 健司

Q0136 五十川 大翔 中部大学春日丘高校 62

P0270 織田 航輝 中部大学春日丘高校 藤岡 怜童 / 川野 翔汰

Q0049 藤岡 怜童 桜丘高校 75

Q0193 川野 翔汰 桜丘高校 高田 順平 / 田岡 大知

P0060 宮原 悠輔 刈谷高校 62

P0073 菰田 光 刈谷高校 宮原 悠輔 / 菰田 光

Q0173 伊藤 慧耶 知立東高校 60

P3362 稲垣 翔大 知立東高校 高田 順平 / 田岡 大知

Q0410 松山 凉大 犬山高校 64

P2261 梶田 滉 犬山高校 高田 順平 / 田岡 大知

Q0008 高田 順平 名古屋高校 60

Q0013 田岡 大知 名古屋高校

Q0083 鈴木 龍弥 名古屋高校    
Q0001 宮地 吾侑 名古屋高校 鈴木 龍弥 / 宮地 吾侑

Q0225 尾藤 樹 旭丘高校 60

P2439 葛谷 駿介 旭丘高校 鈴木 龍弥 / 宮地 吾侑

P0035 吉田 涼翔 愛工大名電高 61

P2121 山梨 駿介 愛工大名電高 吉田 涼翔 / 山梨 駿介

Q0464 曽我 陽太 東海南高校 75

Q0463 橘 祐太 東海南高校 鈴木 龍弥 / 宮地 吾侑

P0302 武田 淳希 名経大高蔵高校 61

P2051 山中 聡司 名経大高蔵高校 須原 稚登 / 小林 侑馬

Q0021 須原 稚登 愛工大名電高 76(5)   

P0277 小林 侑馬 愛工大名電高 吉澤 翼 / 天野 裕也

Q0046 小川 千暉 名古屋高校 60

Q0037 若原 波音 名古屋高校 吉澤 翼 / 天野 裕也

Q0085 吉澤 翼 桜丘高校 63

Q0019 天野 裕也 桜丘高校 木野 陽生 / 奥地 佑都

Q0118 深田 嗣翼馬 愛工大名電高 61

P0056 日下部 嘉亮 愛工大名電高 深田 嗣翼馬 / 日下部 嘉亮

Q0048 佐久間 壮斗 名城大附属高 60

Q0174 大島谷 将吾 名城大附属高 深見 晴矢 / 小川 弘暉

P3034 伊藤 佑悟 中京大附中京高 64

P3030 河口 幸矢 中京大附中京高 深見 晴矢 / 小川 弘暉

Q0031 深見 晴矢 名古屋高校 60

P0081 小川 弘暉 名古屋高校 木野 陽生 / 奥地 佑都

Q0073 伊藤 太一 名古屋高校 64

Q0029 辻村 基樹 名古屋高校 伊藤 太一 / 辻村 基樹

P3086 渡邉 昂雅 犬山南高校 60

P3082 名和 航輝 犬山南高校 木野 陽生 / 奥地 佑都

P2336 安井 尚杜 東海学園高校 61

Q0441 水野 純冶 東海学園高校 木野 陽生 / 奥地 佑都

Q0075 木野 陽生 名経大市邨高校 60

Q0016 奥地 佑都 名経大市邨高校
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子ダブルス 18歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

Q0521 森川 亜咲 愛知啓成高校

Q0501 安井 友菜 愛知啓成高校 森川 亜咲 / 安井 友菜

P0628 梨本 紗永 南山国際高校 60

Q0682 奥川 結月 南山国際高校 森川 亜咲 / 安井 友菜

Q0893 田邉 星凪 岡崎城西高校 60

Q0891 神谷 志歩 岡崎城西高校 大橋 明未 / 高橋 結望

P0616 大橋 明未 名経大市邨高校 61

P0917 高橋 結望 名経大市邨高校 森川 亜咲 / 安井 友菜

Q0658 仲井 結菜 名古屋女大高 61

Q0526 石濱 玲 名古屋女大高 仲井 結菜 / 石濱 玲

Q0653 武山 来愛 名経大市邨高校 61

R0503 加藤 倫奈 名経大市邨高校 永田 梨紗 / 鍋田 紗央

P0779 吉村 紅瑠美 名東高校 64

Q0903 古賀 由理奈 名東高校 永田 梨紗 / 鍋田 紗央

R0513 永田 梨紗 旭丘高校 60

Q0511 鍋田 紗央 旭丘高校 森川 亜咲 / 安井 友菜

Q0534 岩尾 悠良 愛知啓成高校 62

R0528 丹羽 菜づ名 中部大学春日丘高校 岩尾 悠良 / 丹羽 菜づ名

P0774 茂木 友香 岡崎西高校 60

P1514 川端 涼香 岡崎西高校 岩尾 悠良 / 丹羽 菜づ名

P0965 藤本 里香 天白高校 60

P0971 安田 結衣 天白高校 鈴木 梨那 / 小野田 紗芙

P0648 鈴木 梨那 桜丘高校 61

P0646 小野田 紗芙 桜丘高校 岩尾 悠良 / 丹羽 菜づ名

P0650 栗谷 真由 南山国際高校 62

R0714 前田 琴羽 岡崎城西高校 栗谷 真由 / 前田 琴羽

Q0761 伊藤 愛夏 椙山女学園高 62

Q0678 上田 愛咲美 椙山女学園高 竹村 夏実 / 七熊 和歌

P1676 川原 帆花 名経大市邨高校 61

Q0623 河合 夢叶 名経大市邨高校 竹村 夏実 / 七熊 和歌

Q0693 竹村 夏実 金城学院高校 60

Q0514 七熊 和歌 中部大学春日丘高校

P0546 長嶺 那南 椙山女学園高    
Q0529 津田 愛 椙山女学園高 長嶺 那南 / 津田 愛

P1609 土井 綾華 中京大附中京高 60

P1596 加藤 愛梨 熱田高校 長嶺 那南 / 津田 愛

Q0731 横井 彩葉 南山高女子部 63

Q0727 原 萌莉 南山高女子部 竹元 はる菜 / 野中 美瑠

Q0520 竹元 はる菜 名経大市邨高校 61

Q0916 野中 美瑠 名東高校 長嶺 那南 / 津田 愛

Q0589 天谷 莉緒 東海学園高校 63

Q0781 鬼塚 美羽 東海学園高校 天谷 莉緒 / 鬼塚 美羽

P1727 水野 真帆 修文女子高校 60

Q0852 則武 美帆 修文女子高校 三浦 杏花 / 依田 彩愛

P1571 内山 千尋 椙山女学園高 60

P1569 神野 真優佳 椙山女学園高 三浦 杏花 / 依田 彩愛

Q0522 三浦 杏花 杜若高校 63

Q0524 依田 彩愛 刈谷高校 長嶺 那南 / 津田 愛

P0574 稲冨 はるの 椙山女学園高 64

Q0570 伊藤 美沙希 椙山女学園高 稲冨 はるの / 伊藤 美沙希

P0586 後藤 美月 名東高校 62

P0941 小松 野々 名東高校 稲冨 はるの / 伊藤 美沙希

Q0885 平田 陽華 桜丘高校 62

Q0886 平松 志乃実 桜丘高校 柳 涼花 / 山口 ひかり

P0652 柳 涼花 南山国際高校 63

Q0602 山口 ひかり 南山国際高校 佐藤 まりあ / 堀田 明花

Q0607 宇佐美 文那 金城学院高校 64

Q0609 亀井 菜々実 金城学院高校 宇佐美 文那 / 亀井 菜々実

Q0650 水谷 世蓮 中京大附中京高 61

Q1669 川島 美海 中京大附中京高 佐藤 まりあ / 堀田 明花

Q0586 西尾 茉子 春日井東高校 63

Q0576 竹本 咲英 愛知高校 佐藤 まりあ / 堀田 明花

Q0528 佐藤 まりあ 椙山女学園高 63

R0597 堀田 明花 椙山女学園高
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第73回 東海毎日テニス選手権 ジュニアの部　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子ダブルス 18歳以下
No. Seed Name 1R 2R 3R 4R

Q0587 滝沢 萌夏 愛知啓成高校

P0505 石川 亜弥 愛知啓成高校 滝沢 萌夏 / 石川 亜弥

P1574 高山 花歩 愛工大名電高 60

Q0805 福田 宥花 愛工大名電高 滝沢 萌夏 / 石川 亜弥

Q0560 深川 愛菜 昭和高校 61

P1662 大平 萌恵 昭和高校 棚橋 彩那 / 森川 奈桜

P0916 棚橋 彩那 中京大附中京高 62

P0718 森川 奈桜 中京大附中京高 滝沢 萌夏 / 石川 亜弥

Q0853 髙御堂 亜海 修文女子高校 60

P1725 則竹 彩花 修文女子高校 渡邊 あみ / 吉見 真琴

P1709 渡邊 あみ 岡崎城西高校 63

Q0894 吉見 真琴 岡崎城西高校 伊藤 彩 / 田中 優衣

Q0582 中村 万桜 名経大高蔵高校 61

Q1654 杉原 由夏 名経大高蔵高校 伊藤 彩 / 田中 優衣

Q0556 伊藤 彩 中部大学春日丘高校 61

Q0502 田中 優衣 中部大学春日丘高校 滝沢 萌夏 / 石川 亜弥

P0639 鈴木 里佳 椙山女学園高 62

P0636 金子 実紗 椙山女学園高 鈴木 里佳 / 金子 実紗

Q0588 山本 花乃 愛工大名電高 62

P0721 大木島 鈴夏 愛工大名電高 鈴木 里佳 / 金子 実紗

Q0688 福原 瑞貴 金城学院高校 61

P0778 松本 佳子 金城学院高校 小島 怜 / 伊藤 瞭

Q0580 小島 怜 中部大学春日丘高校 62

Q0523 伊藤 瞭 誉高校 五十嵐 あい / 田中 実桜

P0948 正田 優 名東高校 63

P0602 齊藤 萌美 天白高校 正田 優 / 齊藤 萌美

Q0774 青栁 朋奈 明和高校 62

P0955 徳千代 舞衣虹 明和高校 五十嵐 あい / 田中 実桜

S0525 久嶋 暖乃 春日井ＰＴＣ 64

Q0519 久嶋 音美 春日井東高校 五十嵐 あい / 田中 実桜

Q0508 五十嵐 あい 愛工大名電高 60

Q0549 田中 実桜 愛工大名電高

P0550 三浦 陽菜 椙山女学園高    
P0540 阿知波 里佳 椙山女学園高 三浦 陽菜 / 阿知波 里佳

P0712 永田 莉紗 愛知淑徳高校 60

Q0649 新谷 紫乃 愛知淑徳高校 三浦 陽菜 / 阿知波 里佳

P0953 戸松 結香 明和高校 60

P0951 根来 友楽良 明和高校 戸松 結香 / 根来 友楽良

Q0643 高橋 未織 修文女子高校 62

P1726 中島 美咲 修文女子高校 三浦 陽菜 / 阿知波 里佳

P0549 武藤 優奈 愛工大名電高 61

Q0599 伊藤 颯野 愛工大名電高 武藤 優奈 / 伊藤 颯野

P1562 吉崎 希美 旭丘高校 62

Q0717 竹本 光里 旭丘高校 武藤 優奈 / 伊藤 颯野

Q0804 近藤 百華 椙山女学園高 75

P1570 林 里衣琉 椙山女学園高 丹生谷 紅杏 / 大久保 柚南

Q0890 丹生谷 紅杏 岡崎城西高校 61

P0507 大久保 柚南 岡崎北高校 三浦 陽菜 / 阿知波 里佳

P0918 中野 七瀬 桜丘高校 61

Q0871 中島 礼奈 桜丘高校 中野 七瀬 / 中島 礼奈

Q0888 岡部 葵 愛知啓成高校 76(5)   

P1724 浅井 あんづ 修文女子高校 中野 七瀬 / 中島 礼奈

P0764 吉野 愛梨 菊里高校 64

P0611 長沼 沙羅 名東高校 居倉 万央里 / 山内 さくら

Q0505 居倉 万央里 木曽川ＬＴＣ 64

Q0846 山内 さくら 新川高校 中野 七瀬 / 中島 礼奈

Q0598 森田 理瑚 椙山女学園高 64

P0634 渡邉 莉帆 椙山女学園高 森田 理瑚 / 渡邉 莉帆

P1677 大野木 菜子 名経大市邨高校 62

Q0622 石原 光梨 名経大市邨高校 森田 理瑚 / 渡邉 莉帆

Q0844 伊藤 わかな 岡崎城西高校 64

P1706 界外 菜々 岡崎城西高校 高尾 紗々空 / 永村 南湖

Q0648 高尾 紗々空 桜丘高校 63

Q0563 永村 南湖 桜丘高校
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