
日 時 ２０２１年３月２５日（木）２６日（金）２７日（土）２８日（日）

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　丸丹スポーツ用品（株）

レ フ ェ リ ー 岸本　歩

ア シ ス タ ン ト レ フ ェ リ ー 豊田真理子　　大坪理恵　　竹田恵美子

3月２５日（木） ３月２６日（金）） ３月２７日（土） ３月２８日（日）

９：００　ＮＯ、１～４０

男子 １０：００　ＮＯ、４１～６４

残り 予備日

引き続きＦまで

９：００　　ＮＯ、１～４８

１０：００　ＮＯ、４９～６４ 残り 予備日

女子

引き続きＦまで

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、 服装はルールブック通りです

３、 試合はすべて６ゲーム先取（デユースあり）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、 試合終了後すぐに、勝者はスコアーを必ず本部に届けてください

試合球は敗者の持ち帰りです

６、 雨天の場合は必ずレフェリーの指示を受けてください

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もあります

試合進行により、予定通り終了できないときは予備日も使用します

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

コロナ対策の注意事項
　 試合の終了した選手は、速やかにお帰り下さい。

第４回愛知県小学生テニス大会（グリーンボール）



第4回（2021年）愛知県小学生テニス大会（グリーンボール）

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子シングルス

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

1 Y0010 小川 陽田 茨木テニスクラブ 小川 陽田

2 bye    小川 陽田

3 Y0008 伊藤 航太朗 TEAM YONEZAWA名古屋 伊藤 航太朗 60
4 Y0014 黒田 英佑 竜美丘ＴＣ 60 小川 陽田

5 Y0027 田邉 天寧 名古屋ＬＴＣ 田邉 天寧 60
6 A0009 尾関 透哉 ウィルＴＡ瀬戸 60 田邉 天寧

7 Y0026 西岡 璃央斗 スポルトＴＡ 西岡 璃央斗 62
8 Y0053 向田 健汰 衣浦ＭＴＣ 61 小川 陽田

9 Y0016 村上 瑛都 春日井ＰＴＣ 村上 瑛都 60
10 Y0048 長谷川 湊人 茨木テニスクラブ 62 村上 瑛都

11 A0003 清水 暖 スポルトＴＡ 清水 暖 65
12 Z0017 池田 蓮 ウィルＴＡ瀬戸 60 村上 瑛都

13 Y0049 脇田 有都 ミズノＴＣ 脇田 有都 62
14 Y0051 山本 一帆 覚王山ＴＣ 61 中矢 朔駆

15 bye 中矢 朔駆 65
16 Y0025 中矢 朔駆 スポルトＴＡ    小川 陽田

17 Z0001 岸本 翔 西尾ＬＴＣ 岸本 翔 65
18 bye    岸本 翔

19 Z0015 近藤 章永 ハリーズITC 近藤 章永 60
20 Z0013 川越 一樹 茨木テニスクラブ 63 岸本 翔

21 A0005 久野 颯真 TEAM KOMADA 久野 颯真 60
22 Y0043 岡野 奨 茨木テニスクラブ 60 久野 颯真

23 Z0014 木村 悠人 ハリーズITC 木村 悠人 62
24 Y0045 土屋 拓誠 スポルトＴＡ 60 岸本 翔

25 A0004 小坂 修史 ウィルＴＡ瀬戸 小坂 修史 65
26 Y0030 伊藤 巽 邦和みなとインドアTS 61 小坂 修史

27 Z0024 村井 敦哉 SHOW.T.P 山田 将万 64
28 Y0022 山田 将万 テニスラウンジ 61 鈴木 蒼大

29 A0010 安藤 悠 IWAMOTO IndoorＴ 大路 侑弦 60
30 Z0012 大路 侑弦 ウインズＴＧ 64 鈴木 蒼大

31 bye 鈴木 蒼大 60 WINNER

32 Y0012 鈴木 蒼大 西尾ＬＴＣ    小川 陽田

33 Y0006 稲生 大輝 竜美丘ＴＣ 稲生 大輝 64
34 bye    松田 革汰

35 Y0011 有坂 奏一朗 西尾ＬＴＣ 松田 革汰 62
36 Z0009 松田 革汰 チェリーＴＣ    W.O. 村山 慶

37 A0012 須田 寛大 竜美丘ＴＣ 駄原 遙斗 62
38 Y0042 駄原 遙斗 SHOW.T.P 60 村山 慶

39 Z0020 鳥居 翔 名古屋ＬＴＣ 村山 慶 60
40 Z0003 村山 慶 西尾ＬＴＣ 60 井内 悠太

41 Z0021 渡辺 健太 佐々ＪＴＳ 渡辺 健太 61
42 B0001 村山 楷 西尾ＬＴＣ 63 	佟 澳都

43 Y0047 石坂 太一 ロングウッド 	佟 澳都 62
44 Z0022 	佟 澳都 竜美丘ＴＣ 62 井内 悠太

45 Y0044 戸村 守甫 ロングウッド 加藤 悠陽 61
46 Z0011 加藤 悠陽 ＡＺＵＲ　ＴＡ 60 井内 悠太

47 bye 井内 悠太 63
48 Y0020 井内 悠太 チェリーＴＣ    鈴木 蒼翔

49 Y0032 窪田 福都 竜美丘ＴＣ 窪田 福都 63
50 bye    窪田 福都

51 Z0008 大橋 侑生 邦和みなとインドアTS 苑田 桂次郎 60
52 Z0018 苑田 桂次郎 覚王山ＴＣ 63 窪田 福都

53 A0001 小川 洋彰 CROSS ROAD 小川 洋彰 63
54 Z0010 小川 謙信 西尾ＬＴＣ 61 小川 洋彰

55 A0008 大嶋 翔真 ウィルＴＡ瀬戸 錦見 奏志 61
56 Y0039 錦見 奏志 ロングウッド 60 鈴木 蒼翔

57 Z0006 成本 聖依也 チェリーＴＣ 犬飼 悠貴 61
58 Y0036 犬飼 悠貴 テニスラウンジ 64 犬飼 悠貴

59 Y0041 湯佐 樹生 春日井ＰＴＣ 湯佐 樹生 60 岸本 翔

60 Z0016 池田 拓斗 ウィルＴＡ瀬戸 61 鈴木 蒼翔 岸本 翔 井内 悠太

61 Y0019 寺島 佑恭 CIAOテニスクラブ 寺島 佑恭 61 井内 悠太 64
62 A0007 阪口 海心 ウィルＴＡ瀬戸 63 鈴木 蒼翔

63 bye 鈴木 蒼翔 60
64 Y0018 鈴木 蒼翔 西尾ＬＴＣ    

3位決定戦



第4回（2021年）愛知県小学生テニス大会（グリーンボール）

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子シングルス

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

1 Y0504 船住 亜美里 TEAM YONEZAWA名古屋 船住 亜美里

2 bye    船住 亜美里

3 Y0524 坂出 心和 名古屋ＧＴＣ 中尾 咲 60
4 Z0508 中尾 咲 チェリーＴＣ 60 船住 亜美里

5 Y0526 新家 沙織 スポルトＴＡ 新家 沙織 61
6 bye    神野 奏

7 bye 神野 奏 60
8 Y0512 神野 奏 ライズテニススクール    船住 亜美里

9 Z0515 足立 彩友 茨木テニスクラブ 足立 彩友 60
10 bye    早田 芽衣

11 bye 早田 芽衣 62
12 Z0502 早田 芽衣 チェリーＴＣ    小島 楓

13 Z0507 駒田 夢依 ＧＩＴＣ 駒田 夢依 61
14 bye    小島 楓

15 bye 小島 楓 61
16 A0501 小島 楓 チェリーＴＣ    船住 亜美里

17 Y0502 粕谷 若菜 竜美丘ＴＣ 粕谷 若菜 60
18 bye    粕谷 若菜

19 Z0505 小久保 夢咲 CIAOテニスクラブ 小久保 夢咲 60
20 Y0511 設楽 茉奈 スポルトＴＡ 65 奥田 美結

21 Y0528 奥田 美結 ライズテニススクール 奥田 美結 62
22 bye    奥田 美結

23 bye 齊藤 美音 60
24 Y0521 齊藤 美音 西尾ＬＴＣ    奥田 美結

25 A0508 井内 咲那 チェリーＴＣ 井内 咲那 63
26 bye    井内 咲那

27 bye 芳賀 咲幸 65
28 A0507 芳賀 咲幸 茨木テニスクラブ    宮崎 咲月

29 Z0506 八幡 莉彩子 竜美丘ＴＣ 八幡 莉彩子 60
30 A0506 北野 愛子 茨木テニスクラブ 64 宮崎 咲月

31 bye 宮崎 咲月 63 WINNER

32 Y0506 宮崎 咲月 西尾ＬＴＣ    船住 亜美里

33 Z0509 畑田 莉央奈 ＧＩＴＣ 畑田 莉央奈 60
34 bye    村上 なつみ

35 Z0521 小林 栞奈 春日井ＰＴＣ 村上 なつみ    W.O.
36 Z0510 村上 なつみ チェリーＴＣ 61 村上 なつみ

37 A0505 小坂 真里奈 ウィルＴＡ瀬戸 小坂 真里奈 64
38 bye    小坂 真里奈

39 bye 市川 奈茜紗 62
40 A0504 市川 奈茜紗 竜美丘ＴＣ    洞谷 まや

41 Y0519 梅村 珠梨 IWAMOTO IndoorＴ 梅村 珠梨 60
42 bye    村上 栞理

43 bye 村上 栞理 65
44 Y0522 村上 栞理 佐々ＪＴＳ    洞谷 まや

45 Z0503 洞谷 まや 茨木テニスクラブ 洞谷 まや 60
46 Z0514 冨田 琴音 ウィルＴＡ瀬戸 60 洞谷 まや

47 bye 亀田 佳乃    W.O.
48 Z0513 亀田 佳乃 佐々ＪＴＳ    洞谷 まや

49 Y0503 岩瀬 乃春 西尾ＬＴＣ 岩瀬 乃春 62
50 bye    岩瀬 乃春

51 Z0517 堀部 ふじな チェリーＴＣ 堀部 ふじな 60
52 A0503 山谷 眞生 春日井ＰＴＣ 61 岩瀬 乃春

53 Z0516 新井 琴乃 チェリーＴＣ 新井 琴乃 60
54 bye    新井 琴乃

55 bye 畑 さえ 60
56 Z0512 畑 さえ ライズテニススクール    岩瀬 乃春

57 Y0514 坪内 彩華 テニスラウンジ 坪内 彩華 63
58 bye    坪内 彩華

59 bye 北村 香織 61
60 Z0518 北村 香織 名古屋LＴＣ    森 美妃

61 Z0522 松岡 栞那 チェリーＴＣ 野田 実咲 63 奥田 美結

62 Z0520 野田 実咲 名古屋ＧＴＣ 64 森 美妃 岩瀬 乃春

63 bye 森 美妃 60 岩瀬 乃春 61
64 Y0513 森 美妃 テニスラウンジ    

3位決定戦




