
第９０回 東海中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          中日新聞社 

  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、三村 透、中山しい木、尾崎裕治、伊藤 清、田中 学、 

若林勇希、土田豊彦、岩田紳吾、柴田一平、武田佳久、小川雄己、伸居勝己、

県競技委員                                 

日 程 表（試合開始時間）                       

予備日 18 歳：12 日（土）13 日（日）/12・14・16 歳：19 日（土）20 日（日） 
＊本年度の東海中日ジュニア愛知県予選ブロック勝ちの上がりによるトーナメントは実施しません。 
＊学校会場は保護者の立ち入りを禁止します。（名経大市邨を除く。）口論義・小幡については選手 1 名

につき、保護者の引率は 1 名までです。申告書を提出してください。 
＊6 月 12 日（土）春日丘会場は 13:30 までは立ち入り禁止です。受付は 13:30 以降に開始します。 
 

 口論義        
R.3 
6 月 5 日 
（土） 

18 歳男 S 
9 時 

18 歳女 D 
11 時 

  
 

 

     

R.3 
6 月 6 日 
（日） 

 

18 歳女 S 
9 時 

18 歳男 D 
11 時 

       

 小 幡 名経大高蔵 名電（神領） 名古屋 春日丘 愛知啓成 修文大 名経大市邨 

R.3 
6月12日 
（土） 

14 歳男 S 
12 歳女 D 

9 時 
12 歳男 S 

11 時 

14 歳女 D 
9 時 

 

 
16 歳男 D 

③ 
9 時 

② 
10 時 

16 歳男 D 

① 
14 時 

 

16 歳女 D 

② 
9 時 

③ 
10 時 

16 歳女 D 

① 
9 時 

 

R.3 
6月13日 
（日） 

14 歳女 S 
16 歳女 S 

⑥ 
9 時 

14 歳男 D 
12 歳男 D 

11 時 

 16 歳男 S 

① 
9 時 

⑥ 
10 時 

16 歳男 S 

② 
 9 時 

③ 
10 時 

16 歳男 S 

⑤ 
 9 時 

④ 
10 時 

16 歳女 S 

④⑤ 
9 時 

③ 
10 時 

16 歳女 S 

① 
9 時 

② 
10 時 

12 歳女 S 
9 時 

 



 
注意事項 
 1、集合時間厳守。試合開始時刻 10 分前までに着替えて、本部に出席を届けて下さい。 
 2、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。 
 3、試合前の練習はサービス 4 本とします。 
 4、試合終了後、勝者は直ちに本部に結果を報告して下さい。 
 5、ウエアーの色は問いません。ロゴはテニスルールブックの規則どおりとします。 
 6、セットボール 2 個は敗者の持帰りです。 
 7、雨天の場合、必ずコートレフェリーの指示を受けること。 
 8、予選ブロック勝者は東海大会の申し込み用紙とボール 2 個を本部から受け取り、6 月 21 日（月） 

までに手続きをしてください。（雨天順延の場合は変更有） 
9、使用球はダンロップ AO です。 

 10、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。 
11、大会２日前の欠員（出場辞退等）については補欠を充てます。 

12、当日棄権が出た場合、各会場で申込みをした希望者（個人登録をしてある者で今回出場の申込み

をして選考されなかった者）の中からポイント順で出場者を決定します。ただし、同ポイントの

場合は補欠選手を優先します。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。 
13、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で下さい。   

 14、愛工大名電・名古屋・愛知啓成・修文大学会場は、駐車場がありません。 

  15、補欠選手が出場できた場合の参加料（3,700 円）は当日会場で支払って下さい。 

 



大会参加にあたってのチェックリスト 

【大会参加者・保護者・指導者の皆様へ お知らせとお願い】 

愛知県テニス協会・愛知県ジュニア委員会は、大会開催に向け特別なルール及び注意事項を作成しました。 

新型コロナウイルス感染拡大を防ぎながら大会開催をしていきたいと考えています。皆さんの協力が必要と

なります。指示に従っていただけないと判断した場合は、会場責任者の判断で出場を中止・試合を中止させる

こともあります。よく読んでおいてください。 

 

《競技における特別ルール》 

□ ベンチをコートの反対側に設置することを基本とします。ベンチのない会場では、荷物置き場を指定し

ます。 

□ エンドチェンジの際は、選手がすれ違わないようネットの反対側を回ってください。 

□ 試合開始・終了の挨拶は、ネットを挟んで 2m 以上を保ってください。（試合終了時の握手はしない。） 

 

《大会参加における注意事項》 

［選手］ 

□ 感染拡大対策は十分行いますが、選手個人でも協力（会場での三密を避ける、会話をする際はマスクを

する、など）をしてください。体調不良時は出場を辞退してください。 

□ 「申告書」（協会 HP よりダウンロード）を受付時に大会本部へ提出してください。勝ち上がって複数日

に渡る場合は、その都度提出してください。ここで得られた個人情報は、テニス協会で保存し、大会が

終了した 1ヶ月後に廃棄処分します。 

□ 会場にはマスクを必ず持参してください。受付時は試合のできる服装に加えて、マスクを着用してくだ

さい。マスクが無い場合は、服装がないことと同様、参加を認めないこともあります。ただし、競技中

は着用を義務付けません。また競技中以外でも、人との距離が十分に保てる場合（できれば 2m 以上）

は外していても構いません。 

□ マスクの他、タオル（試合用とは別に手洗い用）、ビニール袋（ゴミの持ち帰り用）、体温計は各自で用

意してください。その他、アルコール系の手拭きや消毒剤は量に限りがあるため、各自で用意いただく

ようお願いします。 

□ 試合の前後は必ず手洗い・うがいをしてください。 

□ 感染症対策も必要ですが、熱中症対策も必要になります。各自で水分補給や着替えや日傘など、十分な

熱中症対策を講じてください。 

［保護者・指導者］ 

□ 保護者や指導者の会場への来場は極力控えてください。会場に人が密集することを避けるため、ご協力

をお願いします。来場する際は、大会本部に「申告書」を提出してください。 

□ 保護者や指導者の方も、来場に際してはマスクの着用をお願いします。 

□ 大会終了後、2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、速やかに愛知県テニス協会に

報告してください。その際、濃厚接触者の有無についても報告してください。 

 

《会場での注意事項》 

□ 受付時間を指定します。指定された時間よりも前に会場へ立ち入ることは禁止します。 

□ 受付時には人との距離を保つよう、間隔を空けて並んでください。（距離の指定がある場所では、その

距離を保ってください。） 

□ 会場の更衣室の使用は禁止します。着替えはトイレの個室を利用してください。 

□ 自分の試合終了後は、速やかに会場から退出してください。会場に残っての観戦は、感染拡大防止の観

点から認められません。 

□ 保護者や指導者が観戦をする場合、2m 以上の距離を保ってください。選手が自分の控えコートの観戦

をする場合も同様とします。 

□ 会場での待機場所は屋外を基本とします。建物・クラブハウス内は密集する恐れがあるため、必要に応

じて入場制限をかけます。そのため、熱中症対策（帽子・日傘など）や寒さ対策を十分に講じてくださ

い。 

 



《その他のお願い》 

□ 大会のドロー表に選手名・所属団体名を掲載します。 

□ 大会ドロー・結果は愛知県テニス協会 Web サイト及び JOP TENNIS.COM(ネットエントリー大会)に掲載

します。 

□ 個人情報の扱いについては、愛知県テニス協会ホームページ・プライバシーポリシーをご覧ください。 

□ 大会中の盗難等に関しましては、大会側は一切責任を負いません。 

□ 天候その他の理由により、大会開催要項の内容を変更する場合があります。 

□ 怪我などの応急処置は主催者側でも行いますが、その後の責任は負いません。 

□ 試合会場として、公共のテニス施設、各学校を使用します。各会場の詳細、 新の情報につきましては、

愛知県テニス協会 Web サイト・トーナメントページ、公共テニス施設使用ご案内(各施設の公式サイト)

をご覧ください。 http://www7b.biglobe.ne.jp/aichi-tennis/ 

□ 各公共テニス施設に駐車場はありますが、大会以外の利用者も来場されます。駐車台数に限りがありま

すので、乗り合わせ、公共交通機関を利用して来場してください。開門前に会場前で待機をしないでく

ださい。渋滞の原因になり、施設より苦情が入っています。近隣店舗や近隣施設への無断駐車は絶対に

行わないでください。学校の駐車場については、各大会の要項を確認してください。 

□ ゴミは各自が持ち帰ってください。各会場に迷惑となる行為は絶対にしないでください。 

□ 大会の問い合わせ等は、大会レフェリーへ連絡をしてください。 連絡先は、各大会要項を確認してく

ださい。 

 

【熱中症防止対策】 

全国各地で熱中症事故が発生してきています。選手の皆さんは、各自で水やスポーツ飲料等を持参の上、

会場へお越しください。試合前には適切な水分補給をしてください。熱中症に対する 5 ヶ条を必ず読んで対

策をお願いいたします。気分が悪くなった場合は、すぐに試合を中止し運営スタッフへ申し出てください。 

 

[選手向け 5ヶ条]（選手自身が気をつけなくてはならないこと） 

1. 栄養、休養、睡眠を十分とり、体調を整えましょう。 

2. 試合前、中、後は、塩分を含んだスポーツドリンクを十分に取りましょう。 

3. 試合前、長く日に当たることは避けましょう。 

4. 白や通気性のよいウエアを着ましょう。 

5. 汗を拭き、できるだけ身体を冷やしましょう。 

少しでも気分が悪いときは、がまんせずに大会スタッフ、大会役員に知らせてください！ 

[コーチ・保護者向け 5ヶ条]（観戦中に自身が熱中症にならないための注意事項） 

1. 帽子をかぶりましょう。 

2. 水分と電解質を十分に補給しましょう。 

3. アルコール飲料やカフェインを含む飲料は避けましょう。 

4. できるだけ日陰に入りましょう。 

5. 扇子やうちわなどで体を扇ぎましょう。 

なお、熱中症予防対策の資料は、次の URL からダウンロードできます。 

熱中症予防ガイドブック（日本体育協会） 

http://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid/776/Default.aspx#guide01  

熱中症診療ガイドライン（日本救急医学会） 

http://www.jaam.jp/html/info/2015/pdf/info-20150413.pdf  



新型コロナウィルス感染症対策へのご協⼒をお願い致します。
〇 ・無観客開催としますので保護者、指導者以外の⽅は⼊場できません。

・保護者の引率は１選⼿につき１名までです。要申告書提出
・指導者も申告書を提出してください。要申告書提出

〇 ⼤会当⽇、以下の項⽬に該当する場合は、棄権を申し出てください。
・体調が優れない場合（例：発熱・咳、のどの痛みや嗅覚・味覚の異常）
・同居家族や⾝近な知⼈に感染が疑われている⽅がいる場合
・過去14⽇以内に政府から⼊国制限、⼊国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航
 ⼜は該当在住者との濃厚接触がある場合

〇 参加者及び引率者は必ずマスクを持参してください。※試合中の選⼿は外してください。
〇 プレー中以外で⼈と接する場合は、必ずマスクを着⽤してください。
〇 周囲の⼈とは、安全と思われる距離（約２メートル）を保ってください。次の試合の待機は、

選⼿を含め⼈が多く集まる場所は避けてください。
〇 こまめな⼿洗い・うがい・アルコール等による消毒をしてください。
〇 会場内のクラブハウスの利⽤は必要最低限にしてください。
〇 試合⽇程が終了し、会場練習を希望しない選⼿は速やかにお帰り願います。
〇 ゴミは各⾃持ち帰ってください。
〇 ⼤会終了後２週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに

濃厚接触者の有無について報告してください。

〇 試合前のサービストスは、対戦相⼿との距離を保ち⾏ってください。
〇 プレー中のスコアやジャッジ等で相⼿選⼿との意⾒が異なった場合、対戦相⼿との距離を保って

話し合いをしてください。
〇 試合終了後の握⼿は⾏わないでください。試合終了時に終了の確認をし、その場であいさつを

してください。
〇 ダブルスでのハイタッチ等のペアとの接触や近距離での会話はしないようにしてください。
〇 ⼤会本部への結果報告は、マスクを着けて来てください。

試合当⽇２週間前における以下の項⽬に当てはまるもの全てに☑してください。
※1枚の申告書に、選⼿と引率者、⼜は選⼿と指導者などの2名分、⼜は3名分を記⼊しても構いません。

選⼿ 引率者 指導者
□ □ □ ・平熱を超える発熱はなかった（37度5分以上）
□ □ □ ・咳、のどの痛みなど⾵邪の症状はなかった
□ □ □ ・だるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)などなかった
□ □ □ ・嗅覚や味覚の異常はなかった
□ □ □ ・体が重く感じる、疲れやすい等と感じることがなかった
□ □ □ ・新型コロナウィルス感染症陽性とされた⽅との濃厚接触はなかった
□ □ □ ・同居家族や⾝近な知⼈に感染が疑われている⽅はいない
□ □ □ ・過去14⽇以内に政府から⼊国制限、⼊国後の観察期間を必要とされている国、

 地域等への渡航⼜は該当在住者との濃厚接触はなかった

≪⼤会参加選⼿、保護者、及び指導者の皆様へ≫

 【  申 告 書  】

  以上のことを申告した上で、本⽇   年   ⽉   ⽇の⼤会に参加致します。

 引率者⽒名：

＊＊＊＊＊ コート内で ＊＊＊＊＊

―――――――――――――――――― キ リ ト リ ――――――――――――――――――

 選 ⼿ ⽒ 名： 選⼿体温 ：    度   分

引率者体温：    度   分

 所属団体名：（                   ）

下記申告書の提出が必要です。

〔連絡先携帯番号〕

 指導者⽒名： 指導者体温：    度   分



第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION シングルス東海枠 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 松岡 朔杜 チェリーＴＣ X0040 1 駒⽥ 唯⾐ ＧＩＴＣ X0511

2 前⽥ 和輝 ライズテニススクール W0001 2

3 3

■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 新実 剛⽣ ⻄尾ＬＴＣ U0002 1 ⼤江 真央 テニスラウンジ U0503

2 内⽥ 真翔 TEAM YONEZAWA名古屋 U0057 2

3 三宅 道之介 h2エリートTA U0045 3

■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 坂本 怜 チェリーＴＣ T0107 1 松⽥ 鈴⼦ チェリーＴＣ S0526

2 富⽥ 悠太 チェリーＴＣ T0005 2 津⽥ 梨央 ウィルＴＡ瀬⼾ T0514

3 河⽥ 健太 名古屋⾼校 S0025 3 成⽥ 百那 team-N.1 T0522

■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 奥地 佑都 名経⼤市邨⾼校 Q0016 1 ⻑⾕川 愛依 名古屋ＬＴＣ Q0509

2 丸井 優希 名古屋⾼校 R0029 2 森川 亜咲 愛知啓成⾼校 Q0521

3 3 駒⽥ 光⾳ 名東⾼校 R0505



第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 　　　ダブルス東海枠 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

2

3

■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 尾関 太陽 ロングウッド 村上 蔵仁 名古屋ＬＴＣ U0003 U0007

2 新実 剛⽣ ⻄尾ＬＴＣ 内⽥ 真翔 TEAM YONEZAWA名古屋 U0002 U0057

3

■男⼦ダブルス16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 坂本 怜 チェリーＴＣ 富⽥ 悠太 チェリーＴＣ T0107 T0005

2 河⽥ 健太 名古屋⾼校 ⼾⾕ 彩⼈ 名古屋⾼校 S0025 S0087

3

■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

2

3

■⼥⼦ダブルス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

2

3

■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

2

3

■⼥⼦ダブルス16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 津⽥ 梨央 ウィルＴＡ瀬⼾ 松⽥ 鈴⼦ チェリーＴＣ T0514 S0526

2

3

■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 駒⽥ 光⾳ 名東⾼校 ⻑⾕川 愛依 名古屋ＬＴＣ R0505 Q0509

2

3



第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　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 村上 瑛都 春⽇井ＰＴＣ Y0016 1 ⽥村 優奈 茨⽊テニスクラブ W0552

2 ⼤隈 広翔 TIA bisai X0024 2 ⻲⽥ 佳乃 佐々ＪＴＳ Z0513

3 久野 優星 TEAM KOMADA Y0033 3 村⽥ ののか CIAOテニスクラブ X0531

■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 落合 樹 TEAM KOMADA V0060 1 ⼭崎 萌⾐ 椙⼭⼥学園中学 V0545

2 安藤 涼 IWAMOTO IndoorＴ V0030 2 鈴⽊ ⾥彩 ⻯美丘ＴＣ V0514

3 堀 泰⼀ スポルトＴＡ U0107 3 森島 萌結 スポルトＴＡ V0549

■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 福⽥ 健⼈ ⾐浦ＭＴＣ T0362 1 森島 彩乃 ⾦城学院⾼校 S0666

2 横井 琉⽣ 名経⼤市邨中学 U0368 2 川上 唯華 名古屋⼥⼤⾼ S0746

3 鈴⽊ 琉⽣ 岡崎城⻄⾼校 S0010 3 岸本 桜空 ⾦城学院中学 T0696

■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 宮本 琢⼰ 春⽇井⾼校 R1441 1 原 愛理 旭丘⾼校 R0898

2 ⼤岡 友哉 桜丘⾼校 R1365 2 新津 ⾐呂葉 椙⼭⼥学園⾼ R1506

3 清井 夢叶 南⼭国際⾼校 R1406 3 ⼭⽥ 杏優美 愛⼯⼤名電⾼ R0664



第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　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 寺澤 想⼈ テニスラウンジ 野⽥ 裕真 テニスラウンジ X0043 W0148

2 ⽥邉 勇都 スポルトＴＡ 畠⼭ 創丞 スポルトＴＡ X0049 X0088

3 今井 優⽃ テニスラウンジ ⽝飼 悠貴 テニスラウンジ W0133 Y0036

■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 新堀 颯⼤ ライズテニススクール ⽵内 健⼈ ライズテニススクール V0071 U0151

2 牧野 夏⽣ インドアテニス⼀宮 今⼭ 遥登 インドアテニス⼀宮 U0014 V0207

3 ⼭⼝ 蒼⽣ 覚王⼭ＴＣ 阪野 聖博 ＴＥＡＭ松⼭ V0153 V0014

■男⼦ダブルス16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 ⼋⽊ 晃⼤ 桜丘⾼校 ⾚松 海哉 桜丘⾼校 S0480 S0479

2 東出 涼杜 守⼭東中学 ⻑澤 司真 守⼭東中学 T0334 T0340

3 坂⽥ 識⾄ 守⼭東中学 ⽊村 慶 守⼭東中学 T0335 T0333

■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 齋藤 遼河 春⽇井⾼校 野⼝ 武央 春⽇井⾼校 R1341 S0467

2

3

■⼥⼦ダブルス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 内⽥ 明⾥ ライズテニススクール 森川 結貴 ライズテニススクール X0535 X0534

2 ⼩⽥ くるみ ⻄尾ＬＴＣ 佐藤 ⼼春 ⻄尾ＬＴＣ X0513 Y0501

3 渡邉 ⾥菜 TEAM KOMADA ⼭原 柚⽉ TEAM KOMADA Y0518 Y0525

■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 ⼭⼝ 紗英 椙⼭⼥学園中学 近藤 ⿇亜耶 椙⼭⼥学園中学 U0680 U0643

2 福井 彩⽔ 守⼭東中学 定⾏ 美和 守⼭東中学 U0663 U0662

3 ⼤⽮ 唯らら ⾦城学院中学 ⾨脇 有⾥恵 ⾦城学院中学 U0724 V0613

■⼥⼦ダブルス16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 岸本 桜空 ⾦城学院中学 柳澤 志帆 ⾦城学院中学 T0696 T0705

2 多湖 愛⾥ 守⼭東中学 ⻑⾕川 優⾐ 守⼭東中学 T0662 T0655

3 ⻘⽊ 愛奈 ⾦城学院⾼校 岩瀬 理紗⼦ 猪⼦⽯中学 S0672 S0662

■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 志智 星南 南⼭国際⾼校 北⽥ 葵 南⼭国際⾼校 R1582 R1581

2 荒川 綾⾳ 愛⼯⼤名電⾼ 若松 茉耶 愛⼯⼤名電⾼ R0873 R0515

3 鈴⽊ 星夏 名経⼤⾼蔵⾼校 浅井 夏澄 名経⼤⾼蔵⾼校 R0622 R1521
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第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子シングルス 12歳以下

No. Name 1R 2R F

1 W0065 前田 寛太 名古屋ＬＴＣ 前田 寛太

2 W0018 山田 佳輝 Tips 62 前田 寛太

3 W0061 南井 奏七 テニスラウンジ 南井 奏七 63

4 W0012 石川 千之亮 たけがわテニスクラブ 63 前田 寛太

5 W0077 坂戸 清之佑 名古屋ＧＴＣ 坂戸 清之佑 60

6 W0040 近藤 悠壮 テニスラウンジ 76(4)   坂戸 清之佑

7 W0064 加藤 義龍 ライズテニススクール 鈴木 琉生 61

8 W0004 鈴木 琉生 ロングウッド 63

9 W0013 辻村 太一 ツクルTeam Kei 辻村 太一    
10 X0082 篠田 和 名古屋ＬＴＣ 60 辻村 太一

11 W0095 村山 颯太郎 ロングウッド 間瀬 巧望 61

12 W0034 間瀬 巧望 ＹＴＴ東浦 61 辻村 太一

13 W0091 杉本 倖志朗 h2エリートTA 古野 紘悠 62

14 W0053 古野 紘悠 テニスラウンジ 76(3)   平山 陽向

15 X0037 中山 聖梧 IWAMOTO IndoorＴ 平山 陽向 61

16 W0072 平山 陽向 アルファITS 60

17 W0039 高橋 蓮士 チェリーＴＣ 高橋 蓮士

18 W0047 蔦 颯人 スポルトＴＡ 64 高橋 蓮士

19 Y0021 小坂 啓介 TEAM YONEZAWA名古屋 藤田 宗万 62

20 X0005 藤田 宗万 チェリーＴＣ 64 高橋 蓮士

21 Y0007 可知 勇人 ツクルTeam Kei 可知 勇人 60

22 Y0005 須田 一颯 竜美丘ＴＣ 61 近藤 晃世

23 Z0001 岸本 翔 西尾ＬＴＣ 近藤 晃世 64

24 W0025 近藤 晃世 名古屋中学 62

25 W0066 中嶋 啓志 ライズテニススクール 野田 透羽    
26 W0015 野田 透羽 TEAM YONEZAWA名古屋 64 野田 透羽

27 Y0012 鈴木 蒼大 西尾ＬＴＣ 近藤 京哉 64

28 X0017 近藤 京哉 Tips 61 八幡 光祐

29 W0030 中山 桧利 SHOW.T.P 中山 桧利 75

30 X0024 大隈 広翔 TIA bisai 60 八幡 光祐

31 X0042 高橋 蒼騎 ライズテニススクール 八幡 光祐 76(4)   

32 Y0003 八幡 光祐 竜美丘ＴＣ 60

33 W0113 山本 壱星 テニスラウンジ 山本 壱星

34 Y0020 井内 悠太 チェリーＴＣ 60 山本 壱星

35 X0052 上田 涼晴 ウィルＴＡ瀬戸 小川 陽田 61

36 Y0010 小川 陽田 茨木テニスクラブ 63 福岡 新太

37 W0037 日比野 遥介 ロングウッド 日比野 遥介 61

38 X0029 鈴木 元都 名古屋ＬＴＣ 63 福岡 新太

39 W0009 平野 綾駕 TIA bisai 福岡 新太 61

40 W0031 福岡 新太 スポルトＴＡ 61

41 W0062 神谷 駿 テニスラウンジ 神谷 駿    
42 W0038 廣瀬 葵晴 Tips 61 神谷 駿

43 X0004 川口 将吾 ＡＺＵＲ　ＴＡ 比楽 翔大 61

44 Y0001 比楽 翔大 西尾ＬＴＣ 60 神谷 駿

45 W0005 水谷 颯太 ＴＥＡＭ松山 水谷 颯太 76(4)   

46 W0011 岸本 渉 西尾ＬＴＣ 61 水谷 颯太

47 W0106 幅上 尊琉 ロングウッド 久原 一馬 60

48 X0015 久原 一馬 ウィルＴＡ瀬戸 60

49 W0068 村田 虎太郎 ライズテニススクール 村田 虎太郎

50 X0054 矢嶋 開 チェリーＴＣ 61 寺澤 想人

51 W0116 高原 和真 茨木テニスクラブ 寺澤 想人 76(6)   

52 X0043 寺澤 想人 テニスラウンジ 64 寺澤 想人

53 X0010 上野 優元 ミズノＴＣ 鈴木 蒼翔 76(3)   

54 Y0018 鈴木 蒼翔 西尾ＬＴＣ 64 大岩 魁隼

55 X0064 木下 紘平 アスティ 大岩 魁隼 62

56 W0090 大岩 魁隼 スポルトＴＡ 61    

1 - 7
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1

2

3

4

5

6



第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子シングルス 12歳以下

No. Name 1R 2R F

1 W0518 加藤 楓菜 ウィルＴＡ瀬戸 加藤 楓菜

2 Z0510 村上 なつみ チェリーＴＣ 60 加藤 楓菜

3 X0513 小田 くるみ 西尾ＬＴＣ 吉田 陽向 61

4 X0515 吉田 陽向 三和テニススクール 60 加藤 楓菜

5 W0547 眞田 あかり h2エリートTA 小田 彩楽 61

6 W0539 小田 彩楽 たけがわテニスクラブ 62 小田 彩楽

7 X0503 高橋 彩花 TIA bisai 松田 楓子 60

8 X0507 松田 楓子 チェリーＴＣ 62

9 W0509 関 桜子 覚王山ＴＣ 関 桜子    
10 W0519 田村 妃葉花 ＡＩテニスクラブ 61 関 桜子

11 Y0513 森 美妃 テニスラウンジ 大越 梨華 63

12 X0528 大越 梨華 ロングウッド 61 関 桜子

13 W0531 那須 ゆりあ ライズテニススクール 那須 ゆりあ 75

14 Y0506 宮崎 咲月 西尾ＬＴＣ 60 佐々木 琴子

15 W0552 田村 優奈 茨木テニスクラブ 佐々木 琴子 62

16 W0505 佐々木 琴子 茨木テニスクラブ 61

17 W0515 宮崎 凪咲 西尾ＬＴＣ 宮崎 凪咲

18 W0522 河原 由奈 テニスラウンジ 61 宮崎 凪咲

19 W0527 荻野 莉子 名古屋ＧＴＣ 荻野 莉子 61

20 X0532 磯部 友香 チェリーＴＣ 75 宮崎 凪咲

21 X0530 加藤 あこ メインテニスクラブ 新井 菜々 64

22 W0538 新井 菜々 チェリーＴＣ 61 赤羽 蘭

23 X0524 寺田 葵 ハリーズITC 赤羽 蘭 62

24 W0508 赤羽 蘭 茨木テニスクラブ 62

25 W0521 和田 ひなた TEAM松山 和田 ひなた    
26 Y0528 奥田 美結 ライズテニススクール 60 森 佳子

27 W0513 森 佳子 名古屋ＬＴＣ 森 佳子 61

28 X0506 鳥本 りさ チェリーＴＣ 60 市原 和奏

29 Y0504 船住 亜美里 TEAM YONEZAWA名古屋 船住 亜美里 63

30 Y0502 粕谷 若菜 竜美丘ＴＣ 62 市原 和奏

31 A0501 小島 楓 チェリーＴＣ 市原 和奏 60

32 X0505 市原 和奏 ロングウッド 60

33 Y0507 長谷川 良菜 チェリーＴＣ 長谷川 良菜

34 W0561 菅 温香 Tips 61 長谷川 良菜

35 X0526 小島 明 ウィルＴＡ瀬戸 中野 美和 61

36 X0514 中野 美和 テニスラウンジ 76(3)   水谷 愛花

37 Y0505 大久保 莉子 西尾ＬＴＣ 大西 唯菜 63

38 W0529 大西 唯菜 STSS 61 水谷 愛花

39 Y0509 石浜 帆波 ライズテニススクール 水谷 愛花 64

40 X0512 水谷 愛花 TEAM松山 61

41 X0518 阪口 心乃 ウィルＴＡ瀬戸 阪口 心乃    
42 W0557 大竹 里瀬奈 覚王山ＴＣ 62 阪口 心乃

43 Z0509 畑田 莉央奈 ＧＩＴＣ 村上 遥 62

44 W0554 村上 遥 チェリーＴＣ 62 阪口 心乃

45 X0529 足立 舞 ミズノＴＣ 青木 陽菜 61

46 X0525 青木 陽菜 ＧＩＴＣ 63 佐藤 莉子

47 X0538 高橋 杏佳 茨木テニスクラブ 佐藤 莉子 62

48 X0523 佐藤 莉子 ウィルＴＡ瀬戸 62

49 W0511 大口 心優 TEAM KOMADA 大口 心優

50 X0508 高橋 志緒 チェリーＴＣ 62 大口 心優

51 Y0503 岩瀬 乃春 西尾ＬＴＣ 川上 紗羅 62

52 W0523 川上 紗羅 春日井ＰＴＣ 76(2)   大口 心優

53 X0504 村上 英里依 春日井ＰＴＣ 村上 英里依 63

54 W0532 齊藤 歌音 西尾ＬＴＣ 60 古河 沙葵

55 Z0503 洞谷 まや 茨木テニスクラブ 古河 沙葵 60

56 W0524 古河 沙葵 TEAM KOMADA 60    
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第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子シングルス 14歳以下

No. Name 1R 2R F

1 U0061 水野 晴貴 名経大市邨中学 水野 晴貴

2 U0011 近藤 聖真 ライズテニススクール 61 水野 晴貴

3 V0010 小野 倫太郎 西尾ＬＴＣ 小野 倫太郎 64

4 V0038 清水 歩続 佐々ＪＴＳ 63 水野 晴貴

5 V0006 河野 史乃介 TEAM YONEZAWA名古屋 松岡 功太 62

6 V0005 松岡 功太 h2エリートTA 64 松岡 功太

7 U0053 佐藤 輝一 ＹＴＴ東浦 谷川 瑛彦 64

8 V0021 谷川 瑛彦 ロングウッド 63

9 U0054 新井場 亮輔 チェリーＴＣ 新井場 亮輔    
10 U0132 吉田 宇一郎 覚王山ＴＣ 60 新井場 亮輔

11 V0061 山本 翔太 h2エリートTA 山本 翔太 62

12 U0046 島 悠太 名古屋ＧＴＣ 75 吉井 一就

13 V0003 松本 経 名古屋ＬＴＣ 高橋 昂生 63

14 V0066 高橋 昂生 チェリーＴＣ 64 吉井 一就

15 U0047 杉山 天勇 TEAM KOMADA 吉井 一就 61

16 V0053 吉井 一就 チェリーＴＣ 63

17 U0008 藤本 燦萄 ツクルTeam Kei 藤本 燦萄

18 V0060 落合 樹 TEAM KOMADA 60 藤本 燦萄

19 V0012 清水 凛太朗 グリーン&グリーンTC 城 進之介 75

20 U0173 城 進之介 TEAM KOMADA 60 鈴木 亮

21 V0017 鈴木 亮 CIAOテニスクラブ 鈴木 亮 63

22 U0004 竹内 一希 テニスラウンジ 62 鈴木 亮

23 V0042 藤本 悠太 西尾ＬＴＣ 高祖 海音 61

24 U0001 高祖 海音 h2エリートTA 62

25 U0003 尾関 太陽 ロングウッド 尾関 太陽
   

26 U0157 森 新 名経大市邨中学 60 尾関 太陽

27 U0107 堀 泰一 スポルトＴＡ 根崎 恵佑 63

28 U0037 根崎 恵佑 スポルトＴＡ 62 尾関 太陽

29 U0043 平手 信之介 Ｎテニスアカデミー 平手 信之介 62

30 U0018 住藤 大雅 若鳩インドアテニス 63 船住 玲音

31 U0075 山下 龍之介 Tips 船住 玲音 62

32 U0060 船住 玲音 TEAM YONEZAWA名古屋 76(6)   

33 V0001 鈴木 志翔 春日井ＰＴＣ 鈴木 志翔

34 U0048 成瀬 稜泰 愛知中学 62 尾関 聖也

35 U0121 尾関 聖也 テニスラウンジ 尾関 聖也 64

36 U0058 水野 愛也 h2エリートTA 61 金子 直葵

37 U0035 金子 直葵 豊橋スーパーテニス 金子 直葵 63

38 V0041 伊藤 佑真 CIAOテニスクラブ 61 金子 直葵

39 U0140 米倉 拓海 覚王山ＴＣ 米倉 拓海 62

40 U0052 市原 颯 ロングウッド 64

41 U0041 太田 瑛主 グリーン&グリーンTC 高橋 優太
   

42 U0042 高橋 優太 STSS 63 高橋 優太

43 U0009 本田 拓帆 TEAM YONEZAWA名古屋 本田 拓帆 62

44 V0004 松本 快 名古屋ＬＴＣ 75 白井 幸太朗

45 V0048 清水 賀公 TEAM KOMADA 村上 蔵仁 62

46 U0007 村上 蔵仁 名古屋ＬＴＣ 62 白井 幸太朗

47 V0029 西山 大樹 西尾ＬＴＣ 白井 幸太朗 60

48 U0025 白井 幸太朗 たけがわテニスクラブ 63
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第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子シングルス 14歳以下

No. Name 1R 2R F

1 U0501 松川 翠結 竜美丘ＴＣ 松川 翠結

2 V0521 北根 才環子 名古屋ＬＴＣ 61 松川 翠結

3 U0559 梶家 音花 ライズテニススクール 梶家 音花 63

4 U0502 木村 百華 チェリーＴＣ 61 松川 翠結

5 V0519 新堀 日葵 ライズテニススクール 海道 七葉 64

6 V0544 海道 七葉 テニスラウンジ 64 上瀧 乃々果

7 V0528 上瀧 乃々果 TEAM YONEZAWA名古屋 上瀧 乃々果 62

8 V0513 服部 友維 名古屋ＬＴＣ 63

9 U0519 名倉 万稀 ロングウッド 名倉 万稀    
10 U0506 堀部 珠乃 チェリーＴＣ 61 名倉 万稀

11 V0546 三石 桃香 ミズノＴＣ 田島 叶萌 61

12 V0506 田島 叶萌 メインテニスクラブ 63 名倉 万稀

13 U0546 橋本 梨歩 チェリーＴＣ 橋本 梨歩 60

14 V0535 淺井 美緒 テニスラウンジ 62 橋本 梨歩

15 V0526 細田 杏莉 チェリーＴＣ 細田 杏莉 64

16 V0505 前田 桃子 茨木テニスクラブ 64

17 V0522 上村 睦実 名古屋ＬＴＣ 上村 睦実

18 V0512 足立 咲良 ミズノＴＣ 62 上村 睦実

19 U0536 石川 遥菜 テニスラウンジ 菊野 心々夏 62

20 V0508 菊野 心々夏 名古屋ＬＴＣ 64 上村 睦実

21 U0525 佐々木 麻衣 春日井ＰＴＣ 佐々木 麻衣 60

22 V0510 舩橋 弥子 名古屋ＬＴＣ 63 宮下 桃菜

23 U0538 吉川 慧 Nick's T.T. Aichi 宮下 桃菜 64

24 U0505 宮下 桃菜 チェリーＴＣ 61

25 U0504 青木 実紘 h2エリートTA 青木 実紘
   

26 V0525 松本 理紗 名古屋ＬＴＣ 62 青木 実紘

27 V0536 天谷 有良 TEAM松山 岩井 心優 60

28 U0547 岩井 心優 たけがわテニスクラブ 64 青木 実紘

29 V0501 大矢 彩葉 竜美丘ＴＣ 大矢 彩葉 61

30 V0570 大嶋 紗奈 Tips 60 市川 遥瑠

31 U0512 鈴木 心夢 ミズノＴＣ 市川 遥瑠 62

32 U0540 市川 遥瑠 TEAM YONEZAWA名古屋 61

33 U0509 内山 あかり ウィルＴＡ瀬戸 内山 あかり

34 U0533 山本 桜優 チェリーＴＣ 75 内山 あかり

35 V0502 資逸 ゆずな CROSS ROAD 資逸 ゆずな 62

36 U0646 中林 朱里 豊橋スーパーテニス 76(3)   田上 にこ

37 V0539 中尾 陽花 チェリーＴＣ 中尾 陽花 76(7)   

38 V0533 花井 帆夏 ライズテニススクール 61 田上 にこ

39 U0587 芦野 瑚夏 スポルトＴＡ 田上 にこ 76(7)   

40 U0560 田上 にこ チェリーＴＣ 62

41 U0542 加藤 己結 CIAOテニスクラブ 加藤 己結
   

42 V0516 上村 華凜 佐々ＪＴＳ 60 加藤 己結

43 U0649 二宮 綾音 ライズテニススクール 二宮 綾音 60

44 V0545 山崎 萌衣 椙山女学園中学 63 加藤 己結

45 U0517 秋山 結香 西尾ＬＴＣ 秋山 結香 61

46 U0605 猪飼 真愛 CIAOテニスクラブ 64 三岡 叶

47 U0539 澤田 愛 ライズテニススクール 三岡 叶 63

48 U0534 三岡 叶 椙山女学園中学 60
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第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子シングルス 16歳以下

No. Name 1R 2R 3R F

1 T0007 熊田 健斗 ロングウッド 熊田 健斗

2 S0157 堀江 勇輝 愛工大名電高 61 熊田 健斗

3 S0052 外山 翼 桜丘高校 河田 悠翔 63

4 T0030 河田 悠翔 TEAM YONEZAWA名古屋 60 熊田 健斗

5 T0017 間瀬 大睦 半田高校 間瀬 大睦 64

6 S0276 木村 豪秀 名古屋高校 61 間瀬 大睦

7 T0186 加藤 颯人 東海高校 長野 晃大 63

8 T0022 長野 晃大 チェリーＴＣ 61 熊田 健斗

9 S0053 小原 蒼矢 半田高校 小原 蒼矢 61

10 S0288 長縄 樹 愛工大名電高 60 小原 蒼矢

11 T0231 越谷 哩 名経大市邨中学 越谷 哩 62

12 T0067 田口 博海 名古屋高校 62 牧村 周燈

13 S0006 牧村 周燈 名古屋高校 牧村 周燈 76(6)   

14 S0083 菅野 陸 瑞穂高校 61 牧村 周燈

15 T0104 千葉 大暉 ＲＳテニス企画 小栗 周馬 64

16 S0015 小栗 周馬 名経大市邨高校 61

17 S0087 戸谷 彩人 名古屋高校 戸谷 彩人

   

18 S0010 鈴木 琉生 岡崎城西高校 60 戸谷 彩人

19 S0116 福田 穣為 半田高校 加藤 樹真 60

20 T0079 加藤 樹真 西尾ＬＴＣ 64 戸谷 彩人

21 T0012 塩崎 一護 SHOW.T.P 塩崎 一護 61

22 S0114 富山 翔太 栄徳高校 61 塩崎 一護

23 T0025 山﨑 正二朗 TEAM KOMADA 緒方 遙平 61

24 S0205 緒方 遙平 東海高校 60 戸谷 彩人

25 T0225 矢内 大祐 ＹＴＴ東浦 矢内 大祐 61

26 S0050 尾藤 天真 西尾ＬＴＣ 61 矢内 大祐

27 T0013 奥田 直之 名古屋国際高校 イシバシ 怜大 63

28 T0157 イシバシ 怜大 覚王山ＴＣ 64 矢内 大祐

29 T0041 住藤 拓人 若鳩インドアテニス 住藤 拓人 63

30 T0023 畠澤 颯太 茨木テニスクラブ 61 家合 竜佐

31 S0270 杉山 颯 名古屋高校 家合 竜佐 62

32 T0182 家合 竜佐 TEAM KOMADA 61

33 S0084 池田 陸音 名経大市邨高校 杉山 豪

34 S0228 杉山 豪 東海高校 63 大西 陽也

35 T0333 木村 慶 守山東中学 大西 陽也 61

36 T0223 大西 陽也 STSS 61 大西 陽也

37 T0125 鈴木 慎治 岡崎西高校 鈴木 慎治 61

38 S0261 大宮 想生 名古屋高校 60 鈴木 慎治

39 S0120 櫻井 創太 昭和高校 櫻井 創太 62

40 S0095 成瀬 圭泰 中部大学春日丘高校 64 日比野 悠太郎

41 T0094 日比野 悠太郎 ロングウッド 日比野 悠太郎 62

42 S0033 吉岡 拓海 名経大市邨高校 61 日比野 悠太郎

43 T0009 平栗 瞬 名古屋中学 平栗 瞬 60

44 T0020 坪内 俊希 愛工大名電高 64 日比野 悠太郎

45 T0080 加藤 佑真 西尾ＬＴＣ 加藤 佑真 64

46 T0087 岩﨑 洸文 Tips 62 関 泰久

47 U0368 横井 琉生 名経大市邨中学 関 泰久 64

48 S0037 関 泰久 名古屋高校 61
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第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子シングルス 16歳以下

No. Name 1R 2R 3R F

49 S0004 稲川 了介 名経大市邨高校 稲川 了介    

50 S0107 小野木 新太 東海学園高校 63 稲川 了介

51 T0177 加藤 大誠 豊田ＪＴＴ 長田 虎汰郎 63

52 T0004 長田 虎汰郎 SHOW.T.P 62 稲川 了介

53 S0222 川口 航平 南山高男子部 川口 航平 61

54 T0066 服部 周 名古屋中学 63 下鍋 蓮

55 T0350 山下 倫ノ介 海陽学園 下鍋 蓮 63

56 S0008 下鍋 蓮 桜丘高校 60 稲川 了介

57 T0057 水野 創太 瑞陵高校 水野 創太 61

58 T0093 今村 陸人 名経大市邨高校 60 水野 創太

59 T0011 若狭 康喜 ＹＴＴ東浦 若狭 康喜 61

60 T0045 原田 健太郎 茨木テニスクラブ 61 水野 創太

61 S0009 伊藤 彰浩 名経大市邨高校 伊藤 彰浩 63

62 T0262 川津 昌久 東海中学 61 平松 慶大

63 T0349 橋本 昌樹 海陽学園 平松 慶大 64

64 S0026 平松 慶大 瑞陵高校 60

65 T0021 池田 陽凪大 テニスラウンジ 池田 陽凪大

66 S0323 尾関 洋典 名経大市邨高校 61 池田 陽凪大

67 T0027 宮嶋 颯哉 名経大市邨中学 佐藤 天真 61

68 S0024 佐藤 天真 中部大学春日丘高校 62 池田 陽凪大

69 S0043 仲 温斗 昭和高校 仲 温斗 61

70 T0098 久保 拓叶 たけがわテニスクラブ 64 森 衣吹

71 S0158 奥山 忠亮 愛工大名電高 森 衣吹 62

72 S0104 森 衣吹 名経大市邨高校 64 池田 陽凪大

73 S0047 一柳 大湖 刈谷高校 一柳 大湖 76(3)   

74 U0193 前田 祐貴 Tips金山 60 奥谷 健仁

75 T0168 佐藤 宏祐 CIAOテニスクラブ 奥谷 健仁 64

76 S0117 奥谷 健仁 名古屋ＬＴＣ 60 三木 捷照

77 T0181 家合 秀輔 TEAM KOMADA 斉藤 俊樹 63

78 T0051 斉藤 俊樹 名経大市邨高校 62 三木 捷照

79 T0024 保坂 海航 名古屋中学 三木 捷照 62

80 T0001 三木 捷照 名経大市邨中学 60

81 T0068 後藤 章一郎 チェリーＴＣ 後藤 章一郎

   

82 U0027 奥村 豪 春日井ＰＴＣ 60 後藤 章一郎

83 S0031 牧 大翔 桜丘高校 鵜飼 渉 62

84 T0075 鵜飼 渉 五条高校 60 若園 陸登

85 T0362 福田 健人 衣浦ＭＴＣ 榊原 壱叉 62

86 S0159 榊原 壱叉 愛工大名電高 61 若園 陸登

87 T0239 若園 陸登 たけがわテニスクラブ 若園 陸登 60

88 T0003 中廣 勇太 名古屋中学 75 若園 陸登

89 S0106 伊藤 豪 東海学園高校 川野 佑太 75

90 S0121 川野 佑太 桜丘高校 62 菊池 航太朗

91 S0373 角田 翔海 愛工大名電高 菊池 航太朗 61

92 S0046 菊池 航太朗 時習館高校 60 北根 弘基

93 T0031 清水 陸来 名古屋中学 清水 陸来 64

94 T0096 佐々木 吏聡 名経大市邨中学 61 北根 弘基

95 S0284 鈴木 瑛大 桜丘高校 北根 弘基 62

96 T0037 北根 弘基 名古屋ＬＴＣ 61
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第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子シングルス 16歳以下

No. Name 1R 2R 3R F

1 S0528 山田 彩萌 五条高校 山田 彩萌

2 S0701 川崎 結子 南山高女子部 60 山田 彩萌

3 U0594 宮嶋 杏樹 椙山女学園中学 宮嶋 杏樹 60

4 T0556 古澤 里恋 西尾ＬＴＣ 64 山田 彩萌

5 T0653 横粂 橙子 名古屋女大中学 亀谷 真海 62

6 S0820 亀谷 真海 愛知啓成高校 61 亀谷 真海

7 S0714 橋本 理子 愛知淑徳高校 菱田 奈那 61

8 S0529 菱田 奈那 名東高校 64 山田 彩萌

9 T0544 山内 華乃 チェリーＴＣ 山内 華乃 63

10 T0618 鈴木 愛乃 椙山女学園中学 60 山内 華乃

11 T0695 今井 杏奈 金城学院中学 牧 和花奈 60

12 S0801 牧 和花奈 椙山女学園高 60 山内 華乃

13 T0530 鈴木 杏 椙山女学園中学 鈴木 杏 64

14 T0697 中村 文香 金城学院中学 63 鈴木 陽葉

15 S0532 石川 史桜 光ヶ丘女子高 鈴木 陽葉 62

16 T0545 鈴木 陽葉 チェリーＴＣ 62

17 T0508 友松 あみ テニスラウンジ 友松 あみ

   

18 T0630 松岡 春佳 椙山女学園中学 60 友松 あみ

19 T0546 内田 美緒 ライズテニススクール 内田 美緒 60

20 S0779 益 萌乃 岡崎西高校 76(3)   友松 あみ

21 S0535 山本 和香奈 愛知淑徳高校 山本 和香奈 60

22 T0620 大江 悠菜 椙山女学園中学 61 朝倉 夢琶

23 T0591 服部 加歩 猪子石中学 朝倉 夢琶 60

24 S0645 朝倉 夢琶 名経大市邨高校 60 友松 あみ

25 T0507 甲斐 優花 CROSS ROAD 甲斐 優花 60

26 T0660 佐田 莉奈 守山東中学    W.O. 甲斐 優花

27 S0656 八田 楓菜 金城学院高校 牛田 果歩 61

28 T0621 牛田 果歩 椙山女学園中学 63 甲斐 優花

29 S0607 神野 花 聖霊高校 溝 彩花 76(4)   

30 S0649 溝 彩花 椙山女学園高 64 木村 美柚

31 T0704 三ヶ尻 有紗 金城学院中学 木村 美柚 60

32 T0515 木村 美柚 南山中女子部 60

33 T0501 高田 知穂 椙山女学園高 高田 知穂

34 S0677 高木 花凛 金城学院高校 60 高田 知穂

35 U0608 古橋 凛子 椙山女学園中学 北埜 藍璃 61

36 T0504 北埜 藍璃 聖霊中学 61 高田 知穂

37 T0675 麻田 美空 ロングウッド 麻田 美空 62

38 T0701 鬼頭 七海 金城学院中学 60 加藤 優芽

39 S0672 青木 愛奈 金城学院高校 加藤 優芽 61

40 T0551 加藤 優芽 聖霊高校 60 高田 知穂

41 S0555 長﨑 春媛 竜美丘ＴＣ 長﨑 春媛 63

42 T0702 後藤 優菜 金城学院中学 63 香川 眞子

43 T0712 香川 眞子 愛知啓成高校 香川 眞子 60

44 T0543 畑 りか ライズテニススクール 60 香川 眞子

45 T0520 水野 晴菜 ライズテニススクール 水野 晴菜 64

46 S0795 足立 梨緒 名経大市邨高校 60 斉藤 双葉

47 T0627 平越 日葵 椙山女学園高 斉藤 双葉 60

48 S0515 斉藤 双葉 愛知啓成高校 61
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APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子シングルス 16歳以下

No. Name 1R 2R 3R F

49 T0521 清水 葵 スポルトＴＡ 清水 葵    

50 U0642 伊藤 彩 金城学院中学 60 清水 葵

51 S0623 小森 育代 金城学院高校 谷本 眞帆 60

52 T0682 谷本 眞帆 南山中女子部 60 清水 葵

53 S0743 吉見 爽 名古屋女大高 吉見 爽 60

54 S0789 渡辺 はるな 聖霊高校 62 鈴木 梨萌音

55 T0684 大渡 愛蘭 愛知中学 鈴木 梨萌音 60

56 T0568 鈴木 梨萌音 聖霊中学    W.O. 清水 葵

57 S0543 金子 陽向子 時習館高校 金子 陽向子 64

58 S0648 大坪 すずな 椙山女学園高 60 金子 陽向子

59 T0705 柳澤 志帆 金城学院中学 日比野 歩美 60

60 T0617 日比野 歩美 椙山女学園中学 64 金子 陽向子

61 T0606 柘植 奈央 聖霊中学 柘植 奈央 60

62 T0703 小林 夕悠花 金城学院中学 60 柘植 奈央

63 T0622 木部 玲愛 椙山女学園中学 木部 玲愛 60

64 S0666 森島 彩乃 金城学院高校 61

65 S0514 名倉 果甫 明和高校 名倉 果甫

66 S0650 高橋 淑菜 椙山女学園高 60 名倉 果甫

67 U0607 青木 美潤 椙山女学園中学 青木 美潤 60

68 S0562 石川 彩乃 旭丘高校 61 名倉 果甫

69 T0511 畔柳 尚香 西尾ＬＴＣ 畔柳 尚香 61

70 S0651 鹿嶋 莉花 椙山女学園高 62 深谷 紗羽

71 S0746 川上 唯華 名古屋女大高 深谷 紗羽 61

72 S0512 深谷 紗羽 愛知啓成高校 61 名倉 果甫

73 S0534 祖父江 由佳 椙山女学園高 祖父江 由佳 62

74 T0590 加藤 愛子 金城学院高校 60 祖父江 由佳

75 T0650 鳥羽 千晴 金城学院中学 鳥羽 千晴 60

76 S0780 松波 有音 名東高校 60 大森 美桜

77 T0532 西尾 亜子 ロングウッド 西尾 亜子 60

78 U0640 木全 美樹 金城学院中学 60 大森 美桜

79 T0598 小木曽 美春 椙山女学園高 大森 美桜 64

80 S0511 大森 美桜 愛知啓成高校 61

81 T0607 杉村 優月 チェリーＴＣ 杉村 優月

   

82 U0606 中嶋 美羽 椙山女学園中学 60 杉村 優月

83 S0678 武友 彩菜 金城学院高校 布目 真穂 61

84 S0742 布目 真穂 名古屋女大高 61 杉村 優月

85 S0540 宮岡 紫織 半田高校 宮岡 紫織 63

86 T0629 牧野 ななみ 椙山女学園中学 61 小林 愛実

87 T0700 臼井 薫 金城学院中学 小林 愛実 62

88 T0517 小林 愛実 テニスラウンジ 61 杉村 優月

89 S0563 前田 菜月 名経大市邨高校 前田 菜月 62

90 S0662 岩瀬 理紗子 猪子石中学 60 前田 菜月

91 S0741 佐土原 華蓮 名古屋女大高 佐土原 華蓮 63

92 T0631 兼田 侑奈 金城学院中学 61 渡邉 菜央

93 T0577 前田 彩晴 佐々ＪＴＳ 前田 彩晴 75

94 T0632 柴田 桃伽 愛知淑徳中学 60 渡邉 菜央

95 T0694 犬飼 美結 金城学院中学 渡邉 菜央 60

96 T0513 渡邉 菜央 TEAM KOMADA 60
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第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子シングルス 18歳以下

No. Name 1R 2R 3R F

1 Q0075 木野 陽生 名経大市邨高校 木野 陽生

2 S0013 奥村 魁 中部大学春日丘高校 61 木野 陽生

3 R0291 淺倉 佑斗 名古屋南高校 淺倉 佑斗 60

4 Q0277 岡村 三史朗 誉高校 76(3)   木野 陽生

5 R0012 大池 拓斗 瑞陵高校 大池 拓斗 62

6 Q1122 加藤 慎之介 誉高校 62 坂本 拳

7 Q1413 齊藤 廉 東海学園高校 坂本 拳 61

8 R0022 坂本 拳 中部大学春日丘高校 60 木野 陽生

9 R0094 鈴木 大翔 名経大高蔵高校 鈴木 大翔 76(3)   

10 R0136 伊藤 琉我 岡崎城西高校 60 鈴木 大翔

11 Q1279 大島 侑樹 犬山高校 大島 侑樹 60

12 R0062 小久保 有貴 名古屋高校    W.O. 三宅 凌平

13 Q0097 松本 直生 中部大学春日丘高校 松本 直生 63

14 R1097 吉田 聖 愛工大名電高 60 三宅 凌平

15 R0116 奥山 晃斗 刈谷高校 三宅 凌平 61

16 R0004 三宅 凌平 名古屋高校 60

17 Q0001 宮地 吾侑 名古屋高校 宮地 吾侑

   

18 R1148 和田 統富 旭野高校 60 宮地 吾侑

19 R0132 富田 脩太 長久手高校 鳥居 宏光 62

20 R0076 鳥居 宏光 名経大市邨高校 61 宮地 吾侑

21 Q0108 橋本 永和 桜丘高校 橋本 永和 60

22 R0215 村上 英利 名古屋高校 61 橋本 永和

23 R0217 黒柳 慶亮 岡崎城西高校 寺尾 奏良 64

24 Q0065 寺尾 奏良 中部大学春日丘高校 60 宮地 吾侑

25 Q0039 木村 一都 名古屋高校 木村 一都 62

26 Q1281 髙野 瑞稀 犬山高校    W.O. 木村 一都

27 S0400 牧 稜真 岡崎西高校 根崎 航佑 62

28 S0064 根崎 航佑 半田高校 60 伊左治 陽生

29 Q0275 徐 章豪 中部大学春日丘高校 徐 章豪 63

30 R0350 加藤 諒 旭丘高校 62 伊左治 陽生

31 S0115 小野 憲汰 誉高校 伊左治 陽生 63

32 Q0011 伊左治 陽生 名経大市邨高校 60

33 Q0002 大原 貫路 名古屋高校 大原 貫路

34 R1406 清井 夢叶 南山国際高校 60 大原 貫路

35 R1125 須賀 涼星 東海学園高校 花田 孝一 63

36 R0141 花田 孝一 岡崎城西高校 63 大原 貫路

37 R0032 平野 響 岡崎城西高校 平野 響 61

38 R0237 大倉 隆太郎 名古屋高校 63 平野 響

39 R1094 水野 晴太 愛工大名電高 吉村 直記 64

40 R0005 吉村 直記 天白高校 60 大原 貫路

41 Q0023 伏見 太杜 名古屋高校 伏見 太杜 62

42 R1133 木納 晴斗 一宮工業高校 63 伏見 太杜

43 Q0133 バーンズ 魁 名東高校 バーンズ 魁 76(2)   

44 R0155 榊原 尚弥 東海南高校 64 伊藤 俊太朗

45 S0001 佐藤 煌輝 岡崎城西高校 住田 篤太郎 75

46 R0369 住田 篤太郎 愛工大名電高 64 伊藤 俊太朗

47 R0033 島 康介 豊田ＪＴＴ 伊藤 俊太朗 62

48 R0352 伊藤 俊太朗 名古屋高校 60
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49 Q0019 天野 裕也 桜丘高校 天野 裕也    

50 R0129 三木 寿人 昭和高校 60 天野 裕也

51 S0362 大林 侑輝 岡崎城西高校 田植 仁都 60

52 R0114 田植 仁都 名古屋高校 62 天野 裕也

53 Q0004 小出 翔陽 名経大市邨高校 小出 翔陽 61

54 R0187 加藤 諒真 名東高校 63 小出 翔陽

55 R0206 生田 大悟 佐々ＪＴＳ 吉澤 翼 75

56 Q0085 吉澤 翼 桜丘高校 60 天野 裕也

57 R0007 斎藤 海斗 岡崎城西高校 斎藤 海斗 64

58 R0204 田口 育己 向陽高校 60 斎藤 海斗

59 R1113 江崎 慧人 豊明高校 西浦 瑞季 60

60 R0127 西浦 瑞季 桜丘高校 76(2)   鈴木 龍弥

61 R0035 平岡 太陽 岡崎城西高校 平岡 太陽 61

62 R1145 上田 涼斗 旭野高校 63 鈴木 龍弥

63 R0044 廣重 達政 中部大学春日丘高校 鈴木 龍弥 63

64 Q0083 鈴木 龍弥 名古屋高校 60

65 R0031 水野 瑛太 名古屋高校 水野 瑛太

66 R1162 石神 貴良 岡崎西高校 60 水野 瑛太

67 R0348 近藤 範明 半田高校 前川 優守 61

68 R0057 前川 優守 愛工大名電高 63 鬼頭 怜耶

69 R0065 永田 広大 一宮西高校 若松 翼 75

70 R0030 若松 翼 愛工大名電高 62 鬼頭 怜耶

71 S0192 吉江 魁徒 松蔭高校 鬼頭 怜耶 61

72 Q0087 鬼頭 怜耶 桜丘高校 60 鬼頭 怜耶

73 R0008 高木 佑人 誉高校 高木 佑人 61

74 R1143 高松 琉生 東海学園高校 61 三坂 竜太

75 R0126 鎌田 海友 愛工大名電高 三坂 竜太 61

76 R0095 三坂 竜太 昭和高校 61 三坂 竜太

77 R0219 森下 隼己 桜台高校 森下 隼己 63

78 R0331 成田 怜良七 南山高男子部 61 森下 隼己

79 R0285 北野 紘平 愛工大名電高 三浦 弘暉 64

80 Q0053 三浦 弘暉 中部大学春日丘高校 60

81 R0001 三木 琢慈 名経大市邨高校 三木 琢慈

   

82 R1005 伊東 祐貴 中部大学春日丘高校 61 三木 琢慈

83 R0201 中村 空音 インドアテニス一宮 中村 空音 60

84 R0142 原 優汰 東海学園高校 62 三木 琢慈

85 Q0193 川野 翔汰 桜丘高校 川野 翔汰 76(2)   

86 R0368 小川 創生 愛工大名電高 60 三井 天翔

87 R1365 大岡 友哉 桜丘高校 三井 天翔 61

88 R0186 三井 天翔 岡崎城西高校 60 三木 琢慈

89 Q0047 内倉 隼哉 名経大市邨高校 内倉 隼哉 61

90 Q0228 小島 魁晟 旭野高校 61 内倉 隼哉

91 S0493 松山 周平 犬山南高校 須原 稚登 60

92 Q0021 須原 稚登 愛工大名電高 64 植松 恭悟

93 R0117 小沼 優太 東海南高校 小沼 優太 63

94 R1090 赤木 楓汰 愛工大名電高 60 植松 恭悟

95 S0100 長田 敬亮 菊里高校 植松 恭悟 61

96 R0045 植松 恭悟 名経大市邨高校 60

4 - 6

5

6

4



第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子シングルス 18歳以下

No. Name 1R 2R 3R F

1 R0512 新竹 藍 愛知啓成高校 新竹 藍

2 R0672 保田 和香 南山高女子部 60 新竹 藍

3 S0525 久嶋 暖乃 春日井工科高 武山 来愛 62

4 Q0653 武山 来愛 名経大市邨高校 64 新竹 藍

5 Q1667 吉見 千彩 桜丘高校 吉見 千彩 61

6 Q1739 長尾 柚里 名経大市邨高校 61 村山 天姫

7 S0618 鞍谷 友華 南山高女子部 村山 天姫 60

8 R0532 村山 天姫 椙山女学園高 60 新竹 藍

9 Q0648 高尾 紗々空 桜丘高校 高尾 紗々空 61

10 R0668 山田 紗弓 南山高女子部 60 高尾 紗々空

11 R0898 原 愛理 旭丘高校 伊奈 世莉歩 62

12 R0533 伊奈 世莉歩 名経大市邨高校 60 山田 咲那

13 R0552 山田 咲那 名古屋女大高 山田 咲那 62

14 R0546 千葉 あかり 名経大市邨高校 60 山田 咲那

15 R1508 志奈 万悠子 昭和高校 永村 南湖 75

16 Q0563 永村 南湖 桜丘高校 60

17 R0574 山本 未来 椙山女学園高 山本 未来

   

18 R0847 李 佳音 愛知商業高校 60 山本 未来

19 R0686 臼井 真緒 金城学院高校 加藤 倫奈 62

20 R0503 加藤 倫奈 名経大市邨高校 61 山本 未来

21 Q0643 高橋 未織 修文女子高校 高橋 未織 61

22 R0659 木全 理紗 愛知淑徳高校 62 伊藤 颯野

23 S0805 石川 伶音 名経大高蔵高校 伊藤 颯野 61

24 Q0599 伊藤 颯野 愛工大名電高 60 山本 未来

25 R0597 堀田 明花 椙山女学園高 堀田 明花 76(6)   

26 R0674 大岡 ななせ 南山高女子部 60 堀田 明花

27 R0918 滝澤 怜華 名東高校 山本 花乃 63

28 Q0588 山本 花乃 愛工大名電高 62 佐藤 まりあ

29 Q0519 久嶋 音美 春日井東高校 久嶋 音美    W.O.

30 Q1677 佐瀬 なつみ 修文女子高校 63 佐藤 まりあ

31 R0682 丸山 向日葵 金城学院高校 佐藤 まりあ 61

32 Q0528 佐藤 まりあ 椙山女学園高 60

33 Q0529 津田 愛 椙山女学園高 津田 愛

34 R0683 萩田 詩乃 金城学院高校 60 津田 愛

35 R1506 新津 衣呂葉 椙山女学園高 水野 美空 60

36 S0574 水野 美空 中部大学春日丘高校 61 津田 愛

37 R0544 森 芽久 椙山女学園高 森 芽久 60

38 R1568 三木 すみれ 修文女子高校 61 岩井 亜麻音

39 R0915 垂水 桃々 名東高校 岩井 亜麻音 60

40 R0524 岩井 亜麻音 中京大附中京高 61 丹羽 菜づ名

41 Q0890 丹生谷 紅杏 岡崎城西高校 丹生谷 紅杏 64

42 R0622 鈴木 星夏 名経大高蔵高校 62 吉川 菜月

43 R0887 矢野 真菜実 至学館高校 吉川 菜月 62

44 R0558 吉川 菜月 中部大学春日丘高校 63 丹羽 菜づ名

45 R0540 可児 涼香 聖霊高校 可児 涼香 61

46 R0510 福留 梨奈 ライズテニススクール 60 丹羽 菜づ名

47 Q0678 上田 愛咲美 椙山女学園高 丹羽 菜づ名 61

48 R0528 丹羽 菜づ名 中部大学春日丘高校 60
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49 Q0587 滝沢 萌夏 愛知啓成高校 滝沢 萌夏    

50 R0677 西山 実季 金城学院高校 60 滝沢 萌夏

51 Q0761 伊藤 愛夏 椙山女学園高 秋山 聡美 60

52 S0547 秋山 聡美 知立東高校 76(6)   滝沢 萌夏

53 Q0520 竹元 はる菜 名経大市邨高校 竹元 はる菜 75

54 Q1688 吉村 穂花 愛知商業高校    W.O. 海道 柚葉

55 R0646 野澤 えみな 聖霊高校 海道 柚葉 60

56 S0544 海道 柚葉 椙山女学園高 60 滝沢 萌夏

57 Q0502 田中 優衣 中部大学春日丘高校 田中 優衣 61

58 R0713 岩田 理沙 中京大附中京高 60 田中 優衣

59 R0690 片岡 美琴 名経大市邨高校 片岡 美琴 61

60 S0590 金子 萌芳 椙山女学園高 75 野中 美瑠

61 Q0570 伊藤 美沙希 椙山女学園高 督永 悠羽 62

62 R0687 督永 悠羽 金城学院高校    W.O. 野中 美瑠

63 S0753 長谷川 芽依奈 愛知啓成高校 野中 美瑠 60

64 Q0916 野中 美瑠 名東高校 61

65 Q0534 岩尾 悠良 愛知啓成高校 岩尾 悠良

66 R0679 尾関 優奈 金城学院高校 60 岩尾 悠良

67 S0810 花木 那優 岩倉総合高校 前田 琴羽 62

68 R0714 前田 琴羽 岡崎城西高校 62 岩尾 悠良

69 Q1743 野末 彩華 至学館高校 宮下 心菜 61

70 S0527 宮下 心菜 愛工大名電高 63 小島 怜

71 R0653 宮田 海怜 愛知淑徳高校 小島 怜 60

72 Q0580 小島 怜 中部大学春日丘高校 60 水野 莉緒

73 R0519 水野 莉緒 椙山女学園高 水野 莉緒 63

74 R0573 青野 円香 愛工大名電高 60 水野 莉緒

75 R0547 松並 万睦 南山高女子部 松並 万睦 61

76 Q0889 北山 優奈 名経大市邨高校 62 水野 莉緒

77 R0529 三輪 愛佳 金城学院高校 三輪 愛佳 64

78 R0667 松本 彩加 南山高女子部 61 西 遥花

79 R1546 寺田 勇花 松蔭高校 西 遥花 61

80 R0520 西 遥花 愛知啓成高校 60

81 R0560 余田 涼樹 愛知啓成高校 余田 涼樹

   

82 S0616 楊井 ひな 南山高女子部 61 余田 涼樹

83 R0882 堀田 安優実 東海学園高校 伊藤 彩 61

84 Q0556 伊藤 彩 中部大学春日丘高校    W.O. 余田 涼樹

85 R0518 尾関 果歩 旭野高校 尾関 果歩 64

86 R0671 桑原 凛々子 南山高女子部 60 仲井 結菜

87 R1509 出雲 愛唯 昭和高校 仲井 結菜 64

88 Q0658 仲井 結菜 名古屋女大高 60 伊藤 瞭

89 R0535 槙原 瑠奈 豊明高校 槙原 瑠奈 61

90 R0676 伊藤 彩花 金城学院高校 61 中井 琉湖

91 R0922 岡松 千愛 名東高校 中井 琉湖 62

92 S0503 中井 琉湖 愛知啓成高校 60 伊藤 瞭

93 Q0526 石濱 玲 名古屋女大高 石濱 玲 75

94 Q1587 金子 瑠那 東海学園高校 61 伊藤 瞭

95 R0670 神戸 結加 南山高女子部 伊藤 瞭 61

96 Q0523 伊藤 瞭 誉高校 60

4 - 6
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第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子ダブルス 12歳以下

No. Name 1R 2R F

1 X0040 松岡 朔杜 チェリーＴＣ

W0039 高橋 蓮士 チェリーＴＣ 松岡 朔杜 / 高橋 蓮士

2 bye    

bye 松岡 朔杜 / 高橋 蓮士

3 Y0003 八幡 光祐 竜美丘ＴＣ 60

Y0005 須田 一颯 竜美丘ＴＣ 八幡 光祐 / 須田 一颯

4 W0059 依田 壮磨 ＴＥＡＭ松山 63

W0052 蟹江 皓貴 ＴＥＡＭ松山 松岡 朔杜 / 高橋 蓮士

5 Y0010 小川 陽田 茨木テニスクラブ 60

Y0018 鈴木 蒼翔 西尾ＬＴＣ 久野 優星 / 小室 利人

6 Y0033 久野 優星 TEAM KOMADA 62

X0081 小室 利人 TEAM KOMADA 小坂 啓介 / 伊藤 航太朗

7 bye 63

bye 小坂 啓介 / 伊藤 航太朗

8 Y0021 小坂 啓介 TEAM YONEZAWA名古屋    

Y0008 伊藤 航太朗 TEAM YONEZAWA名古屋

9 W0031 福岡 新太 スポルトＴＡ    

W0005 水谷 颯太 ＴＥＡＭ松山 福岡 新太 / 水谷 颯太

10 bye    

bye 福岡 新太 / 水谷 颯太

11 W0006 可兒 悠雅 CROSS ROAD 60

W0043 古藤 伶唯 CROSS ROAD 近藤 悠壮 / 南井 奏七

12 W0040 近藤 悠壮 テニスラウンジ 64

W0061 南井 奏七 テニスラウンジ 福岡 新太 / 水谷 颯太

13 W0034 間瀬 巧望 ＹＴＴ東浦 61

W0047 蔦 颯人 スポルトＴＡ 間瀬 巧望 / 蔦 颯人

14 W0114 山下 展世 ロングウッド 63

W0106 幅上 尊琉 ロングウッド 間瀬 巧望 / 蔦 颯人

15 bye 60

bye 近藤 京哉 / 中山 聖梧

16 X0017 近藤 京哉 Tips    

X0037 中山 聖梧 IWAMOTO IndoorＴ

17 W0013 辻村 太一 ツクルTeam Kei

W0065 前田 寛太 名古屋ＬＴＣ 辻村 太一 / 前田 寛太

18 bye    

bye 辻村 太一 / 前田 寛太

19 X0042 高橋 蒼騎 ライズテニススクール 62

X0055 阿部 凜太朗 ライズテニススクール 岸本 翔 / 比楽 翔大

20 Z0001 岸本 翔 西尾ＬＴＣ 64

Y0001 比楽 翔大 西尾ＬＴＣ 辻村 太一 / 前田 寛太

21 W0068 村田 虎太郎 ライズテニススクール 62

W0064 加藤 義龍 ライズテニススクール 村田 虎太郎 / 加藤 義龍

22 W0077 坂戸 清之佑 名古屋ＧＴＣ 62

W0091 杉本 倖志朗 h2エリートTA 村田 虎太郎 / 加藤 義龍

23 bye 62

bye 可知 勇人 / 矢嶋 開

24 Y0007 可知 勇人 ツクルTeam Kei    

X0054 矢嶋 開 チェリーＴＣ

25 W0018 山田 佳輝 Tips    

W0015 野田 透羽 TEAM YONEZAWA名古屋 山田 佳輝 / 野田 透羽

26 bye    

bye 山本 壱星 / 神谷 駿

27 W0113 山本 壱星 テニスラウンジ 63

W0062 神谷 駿 テニスラウンジ 山本 壱星 / 神谷 駿

28 W0067 小川 洋哉 CROSS ROAD 63

W0134 甲斐 柊一 CROSS ROAD 山本 壱星 / 神谷 駿

29 W0011 岸本 渉 西尾ＬＴＣ 75

W0004 鈴木 琉生 ロングウッド 岸本 渉 / 鈴木 琉生

30 X0082 篠田 和 名古屋ＬＴＣ 62

X0029 鈴木 元都 名古屋ＬＴＣ 日比野 遥介 / 中嶋 啓志

31 bye 75

bye 日比野 遥介 / 中嶋 啓志

32 W0037 日比野 遥介 ロングウッド    

W0066 中嶋 啓志 ライズテニススクール

1

2

3

4

1 - 4



第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子ダブルス 12歳以下

No. Name 1R 2R F

1 W0509 関 桜子 覚王山ＴＣ

W0529 大西 唯菜 STSS 関 桜子 / 大西 唯菜

2 bye    

bye 関 桜子 / 大西 唯菜

3 X0520 一柳 希空 西尾ＬＴＣ 61

W0520 洞谷 沙良 茨木テニスクラブ 一柳 希空 / 洞谷 沙良

4 W0534 古田 陽彩 ロングウッド 60

X0528 大越 梨華 ロングウッド 関 桜子 / 大西 唯菜

5 W0513 森 佳子 名古屋ＬＴＣ 61

X0524 寺田 葵 ハリーズITC 森 佳子 / 寺田 葵

6 Y0503 岩瀬 乃春 西尾ＬＴＣ 63

Y0505 大久保 莉子 西尾ＬＴＣ 村上 遥 / 新井 菜々

7 bye 62

bye 村上 遥 / 新井 菜々

8 W0554 村上 遥 チェリーＴＣ    

W0538 新井 菜々 チェリーＴＣ

9 W0508 赤羽 蘭 茨木テニスクラブ    

W0505 佐々木 琴子 茨木テニスクラブ 赤羽 蘭 / 佐々木 琴子

10 bye    

bye 赤羽 蘭 / 佐々木 琴子

11 X0504 村上 英里依 春日井ＰＴＣ 62

X0515 吉田 陽向 三和テニススクール 村上 英里依 / 吉田 陽向

12 X0536 猫島 咲和 CIAOテニスクラブ 61

X0531 村田 ののか CIAOテニスクラブ 赤羽 蘭 / 佐々木 琴子

13 X0508 高橋 志緒 チェリーＴＣ 61

X0507 松田 楓子 チェリーＴＣ 高橋 志緒 / 松田 楓子

14 X0514 中野 美和 テニスラウンジ 76(2)   

X0516 野村 奈央 テニスラウンジ 市原 和奏 / 加藤 あこ

15 bye 61

bye 市原 和奏 / 加藤 あこ

16 X0505 市原 和奏 ロングウッド    

X0530 加藤 あこ メインテニスクラブ

17 W0518 加藤 楓菜 ウィルＴＡ瀬戸

W0521 和田 ひなた TEAM松山 加藤 楓菜 / 和田 ひなた

18 bye    

bye 加藤 楓菜 / 和田 ひなた

19 Z0503 洞谷 まや 茨木テニスクラブ 61

Z0504 谷川 さくら 茨木テニスクラブ 洞谷 まや / 谷川 さくら

20 X0549 神田 希実 CIAOテニスクラブ 75

X0555 猪飼 奈央 CIAOテニスクラブ 加藤 楓菜 / 和田 ひなた

21 W0548 二宮 真子 ライズテニススクール 76(5)   

W0531 那須 ゆりあ ライズテニススクール 二宮 真子 / 那須 ゆりあ

22 W0569 緒方 七望 覚王山ＴＣ 60

W0557 大竹 里瀬奈 覚王山ＴＣ 磯部 友香 / 長谷川 良菜

23 bye 60

bye 磯部 友香 / 長谷川 良菜

24 X0532 磯部 友香 チェリーＴＣ    

Y0507 長谷川 良菜 チェリーＴＣ

25 W0524 古河 沙葵 TEAM KOMADA    

W0511 大口 心優 TEAM KOMADA 古河 沙葵 / 大口 心優

26 bye    

bye 古河 沙葵 / 大口 心優

27 W0573 新家 優希 スポルトＴＡ 60

W0572 井江 楓音 スポルトＴＡ 粕谷 若菜 / 八幡 莉彩子

28 Y0502 粕谷 若菜 竜美丘ＴＣ 62

Z0506 八幡 莉彩子 竜美丘ＴＣ 宮崎 凪咲 / 小田 彩楽

29 W0515 宮崎 凪咲 西尾ＬＴＣ 75

W0539 小田 彩楽 たけがわテニスクラブ 宮崎 凪咲 / 小田 彩楽

30 Y0509 石浜 帆波 ライズテニススクール 63

X0522 北村 優羽 ライズテニススクール 宮崎 凪咲 / 小田 彩楽

31 bye 63

bye 佐藤 莉子 / 阪口 心乃

32 X0523 佐藤 莉子 ウィルＴＡ瀬戸    

X0518 阪口 心乃 ウィルＴＡ瀬戸
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第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子ダブルス 14歳以下

No. Name 1R 2R F

1 U0041 太田 瑛主 グリーン&グリーンTC

U0008 藤本 燦萄 ツクルTeam Kei 太田 瑛主 / 藤本 燦萄

2 U0052 市原 颯 ロングウッド 62

U0035 金子 直葵 豊橋スーパーテニス 太田 瑛主 / 藤本 燦萄

3 U0173 城 進之介 TEAM KOMADA 62

U0163 加藤 大輝 フォレスタヒルズ 河野 壯和 / 吉井 一就

4 V0050 河野 壯和 チェリーＴＣ 75

V0053 吉井 一就 チェリーＴＣ 太田 瑛主 / 藤本 燦萄

5 U0047 杉山 天勇 TEAM KOMADA 61

U0150 加藤 広夢 TEAM KOMADA 杉山 天勇 / 加藤 広夢

6 V0042 藤本 悠太 西尾ＬＴＣ 62

V0082 別所 温大 西尾ＬＴＣ 松岡 功太 / 山本 翔太

7 U0107 堀 泰一 スポルトＴＡ 64

U0181 田中 蒼梧 スポルトＴＡ 松岡 功太 / 山本 翔太

8 V0005 松岡 功太 h2エリートTA 62

V0061 山本 翔太 h2エリートTA

9 V0003 松本 経 名古屋ＬＴＣ    

V0004 松本 快 名古屋ＬＴＣ 松本 経 / 松本 快

10 U0046 島 悠太 名古屋ＧＴＣ 60

U0048 成瀬 稜泰 愛知中学 松本 経 / 松本 快

11 V0009 中廣 修太 名古屋中学 60

V0047 村上 颯太郎 名古屋中学 新井場 亮輔 / 平手 信之介

12 U0054 新井場 亮輔 チェリーＴＣ 60

U0043 平手 信之介 Ｎテニスアカデミー 松本 経 / 松本 快

13 V0066 高橋 昂生 チェリーＴＣ 64

V0021 谷川 瑛彦 ロングウッド 高橋 昂生 / 谷川 瑛彦

14 V0020 河田 敦貴 TEAM KOMADA 60

V0126 丹羽 魁飛 TEAM KOMADA 高橋 昂生 / 谷川 瑛彦

15 U0075 山下 龍之介 Tips 63

U0058 水野 愛也 h2エリートTA 山下 龍之介 / 水野 愛也

16 V0017 鈴木 亮 CIAOテニスクラブ 64

V0041 伊藤 佑真 CIAOテニスクラブ

17 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

18 V0045 都築 董紋 Ｎテニスアカデミー 61

V0104 古谷 啄巳 Ｎテニスアカデミー 西山 大樹 / 小野 倫太郎

19 U0009 本田 拓帆 TEAM YONEZAWA名古屋
64

U0060 船住 玲音 TEAM YONEZAWA名古屋 西山 大樹 / 小野 倫太郎

20 V0029 西山 大樹 西尾ＬＴＣ 60

V0010 小野 倫太郎 西尾ＬＴＣ 高祖 海音 / 三宅 道之介

21 U0011 近藤 聖真 ライズテニススクール 61

U0037 根崎 恵佑 スポルトＴＡ 近藤 聖真 / 根崎 恵佑

22 U0068 牧野 楓也 西尾ＬＴＣ 61

U0029 齊藤 佑介 西尾ＬＴＣ 高祖 海音 / 三宅 道之介

23 V0048 清水 賀公 TEAM KOMADA 76(5)   

V0060 落合 樹 TEAM KOMADA 高祖 海音 / 三宅 道之介

24 U0001 高祖 海音 h2エリートTA 63

U0045 三宅 道之介 h2エリートTA
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第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子ダブルス 14歳以下

No. Name 1R 2R F

1 U0509 内山 あかり ウィルＴＡ瀬戸

U0503 大江 真央 テニスラウンジ 内山 あかり / 大江 真央

2 V0544 海道 七葉 テニスラウンジ 60

V0510 舩橋 弥子 名古屋ＬＴＣ 内山 あかり / 大江 真央

3 V0536 天谷 有良 TEAM松山 63

V0568 渡邊 愛音 TEAM YONEZAWA名古屋 梶家 音花 / 新堀 日葵

4 U0559 梶家 音花 ライズテニススクール 60

V0519 新堀 日葵 ライズテニススクール 中尾 陽花 / 松本 理紗

5 V0539 中尾 陽花 チェリーＴＣ 76(3)   

V0525 松本 理紗 名古屋ＬＴＣ 中尾 陽花 / 松本 理紗

6 U0658 石川 羽那 守山東中学 60

U0668 吉川 菜々美 守山東中学 中尾 陽花 / 松本 理紗

7 W0544 青田 結夢 ＡＩテニスクラブ 75

V0545 山崎 萌衣 椙山女学園中学 宮下 桃菜 / 田上 にこ

8 U0505 宮下 桃菜 チェリーＴＣ 60

U0560 田上 にこ チェリーＴＣ

9 U0534 三岡 叶 椙山女学園中学    

U0542 加藤 己結 CIAOテニスクラブ 三岡 叶 / 加藤 己結

10 V0549 森島 萌結 スポルトＴＡ 60

V0563 北川 陽菜 スポルトＴＡ 上瀧 乃々果 / 大矢 彩葉

11 V0614 堀尾 恵美 金城学院中学 63

U0723 神原 佑依 金城学院中学 上瀧 乃々果 / 大矢 彩葉

12 V0528 上瀧 乃々果 TEAM YONEZAWA名古屋 60

V0501 大矢 彩葉 竜美丘ＴＣ 上瀧 乃々果 / 大矢 彩葉

13 V0505 前田 桃子 茨木テニスクラブ 75

U0506 堀部 珠乃 チェリーＴＣ 芦野 瑚夏 / 岩井 心優

14 U0587 芦野 瑚夏 スポルトＴＡ 64

U0547 岩井 心優 たけがわテニスクラブ 佐々木 麻衣 / 橋本 梨歩

15 V0506 田島 叶萌 メインテニスクラブ 62

V0526 細田 杏莉 チェリーＴＣ 佐々木 麻衣 / 橋本 梨歩

16 U0525 佐々木 麻衣 春日井ＰＴＣ 61

U0546 橋本 梨歩 チェリーＴＣ

17 V0513 服部 友維 名古屋ＬＴＣ

V0522 上村 睦実 名古屋ＬＴＣ 服部 友維 / 上村 睦実

18 U0517 秋山 結香 西尾ＬＴＣ 62

U0538 吉川 慧 Nick's T.T. Aichi 服部 友維 / 上村 睦実

19 U0680 山口 紗英 椙山女学園中学 64

U0643 近藤 麻亜耶 椙山女学園中学 青木 実紘 / 松川 翠結

20 U0504 青木 実紘 h2エリートTA 60

U0501 松川 翠結 竜美丘ＴＣ 服部 友維 / 上村 睦実

21 U0540 市川 遥瑠 TEAM YONEZAWA名古屋 62

U0519 名倉 万稀 ロングウッド 市川 遥瑠 / 名倉 万稀

22 U0653 三島 杏理 守山東中学 60

U0625 永井 七海 守山東中学 市川 遥瑠 / 名倉 万稀

23 U0596 天野 吏菜 チェリーＴＣ 61

U0636 後藤 花音 チェリーＴＣ 北根 才環子 / 菊野 心々夏

24 V0521 北根 才環子 名古屋ＬＴＣ 64

V0508 菊野 心々夏 名古屋ＬＴＣ

1

2
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第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子ダブルス 16歳以下

No. Name 1R 2R 3R F

1 S0004 稲川 了介 名経大市邨高校

S0015 小栗 周馬 名経大市邨高校 稲川 了介 / 小栗 周馬

2 S0217 松山 剣之 愛工大名電高 60

S0292 加藤 友忠 愛工大名電高 稲川 了介 / 小栗 周馬

3 T0118 仲井 結哉 佐々ＪＴＳ 61

U0162 宮崎 優輝 佐々ＪＴＳ 小野木 新太 / 鈴木 哲平

4 S0107 小野木 新太 東海学園高校 60

S0497 鈴木 哲平 東海学園高校 稲川 了介 / 小栗 周馬

5 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

6 T0087 岩﨑 洸文 Tips    W.O.

S0282 鈴木 悠世 中京大附中京高 北根 弘基 / 池田 陽凪大

7 S0243 加藤 禅大 海陽学園高校 63

S0240 山中 啓史 海陽学園高校 水野 創太 / 鵜飼 渉

8 T0057 水野 創太 瑞陵高校 60

T0075 鵜飼 渉 五条高校 今村 陸人 / 伊藤 彰浩

9 T0007 熊田 健斗 ロングウッド 61

T0094 日比野 悠太郎 ロングウッド 熊田 健斗 / 日比野 悠太郎

10 T0223 大西 陽也 STSS 60

T0011 若狭 康喜 ＹＴＴ東浦 熊田 健斗 / 日比野 悠太郎

11 T0096 佐々木 吏聡 名経大市邨中学 62

S0031 牧 大翔 桜丘高校 菊池 航太朗 / 吉岡 拓海

12 S0046 菊池 航太朗 時習館高校 61

S0033 吉岡 拓海 名経大市邨高校 今村 陸人 / 伊藤 彰浩

13 S0008 下鍋 蓮 桜丘高校 63

S0121 川野 佑太 桜丘高校 下鍋 蓮 / 川野 佑太

14 T0339 濱田 風雅 守山東中学    W.O.

U0225 鈴木 一平 守山東中学 今村 陸人 / 伊藤 彰浩

15 S0124 井出 雅哉 中部大学春日丘高校 64

S1017 鵜飼 晃勝 中部大学春日丘高校 今村 陸人 / 伊藤 彰浩

16 T0093 今村 陸人 名経大市邨高校 62

S0009 伊藤 彰浩 名経大市邨高校

17 T0181 家合 秀輔 TEAM KOMADA

   

T0182 家合 竜佐 TEAM KOMADA 家合 秀輔 / 家合 竜佐

18 T0239 若園 陸登 たけがわテニスクラブ 64

T0098 久保 拓叶 たけがわテニスクラブ 家合 秀輔 / 家合 竜佐

19 T0338 河合 将誠 守山東中学 64

T0337 青掛 友則 守山東中学 森 衣吹 / 池田 陸音

20 S0104 森 衣吹 名経大市邨高校 60

S0084 池田 陸音 名経大市邨高校 家合 秀輔 / 家合 竜佐

21 S0047 一柳 大湖 刈谷高校 61

S0116 福田 穣為 半田高校 斉藤 俊樹 / 尾関 洋典

22 T0051 斉藤 俊樹 名経大市邨高校 64

S0323 尾関 洋典 名経大市邨高校 緒方 遙平 / 杉山 豪

23 S0374 湯山 舜矢 愛工大名電高 61

S0373 角田 翔海 愛工大名電高 緒方 遙平 / 杉山 豪

24 S0205 緒方 遙平 東海高校 61

S0228 杉山 豪 東海高校 仲 温斗 / 伊藤 豪

25 S0043 仲 温斗 昭和高校 64

S0106 伊藤 豪 東海学園高校 仲 温斗 / 伊藤 豪

26 S0261 大宮 想生 名古屋高校 62

T0024 保坂 海航 名古屋中学 仲 温斗 / 伊藤 豪

27 S0083 菅野 陸 瑞穂高校 62

T0013 奥田 直之 名古屋国際高校 加藤 樹真 / 加藤 佑真

28 T0079 加藤 樹真 西尾ＬＴＣ 61

T0080 加藤 佑真 西尾ＬＴＣ 仲 温斗 / 伊藤 豪

29 T0066 服部 周 名古屋中学 62

T0009 平栗 瞬 名古屋中学 服部 周 / 平栗 瞬

30 S0158 奥山 忠亮 愛工大名電高 63

S0159 榊原 壱叉 愛工大名電高 平松 慶大 / 小原 蒼矢

31 S0024 佐藤 天真 中部大学春日丘高校 61

S0095 成瀬 圭泰 中部大学春日丘高校 平松 慶大 / 小原 蒼矢

32 S0026 平松 慶大 瑞陵高校 61

S0053 小原 蒼矢 半田高校

1

2
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第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子ダブルス 16歳以下

No. Name 1R 2R 3R F

33 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

34 S0222 川口 航平 南山高男子部    W.O.

S0221 大野 颯太郎 南山高男子部 後藤 章一郎 / 長野 晃大

35 T0186 加藤 颯人 東海高校 62

S0234 古郡 笙右 東海高校 木村 豪秀 / 杉山 颯

36 S0276 木村 豪秀 名古屋高校 62

S0270 杉山 颯 名古屋高校 後藤 章一郎 / 長野 晃大

37 S0157 堀江 勇輝 愛工大名電高 64

T0020 坪内 俊希 愛工大名電高 奥谷 健仁 / 富山 翔太

38 S0117 奥谷 健仁 名古屋ＬＴＣ 64

S0114 富山 翔太 栄徳高校 塩崎 一護 / 長田 虎汰郎

39 S0480 八木 晃大 桜丘高校 63

S0479 赤松 海哉 桜丘高校 塩崎 一護 / 長田 虎汰郎

40 T0012 塩崎 一護 SHOW.T.P 61

T0004 長田 虎汰郎 SHOW.T.P 後藤 章一郎 / 長野 晃大

41 T0003 中廣 勇太 名古屋中学 76(4)   

T0031 清水 陸来 名古屋中学 中廣 勇太 / 清水 陸来

42 S1015 古澤 岳大 愛工大名電高 75

S0337 髙瀬 稼優 愛工大名電高 三木 捷照 / 越谷 哩

43 T0067 田口 博海 名古屋高校 64

S1023 福島 光彦 名古屋高校 三木 捷照 / 越谷 哩

44 T0001 三木 捷照 名経大市邨中学 62

T0231 越谷 哩 名経大市邨中学 関 泰久 / 牧村 周燈

45 T0017 間瀬 大睦 半田高校 60

T0225 矢内 大祐 ＹＴＴ東浦 間瀬 大睦 / 矢内 大祐

46 T0027 宮嶋 颯哉 名経大市邨中学 60

U0368 横井 琉生 名経大市邨中学 関 泰久 / 牧村 周燈

47 S0052 外山 翼 桜丘高校 64

S0284 鈴木 瑛大 桜丘高校 関 泰久 / 牧村 周燈

48 S0037 関 泰久 名古屋高校 62

S0006 牧村 周燈 名古屋高校
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第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子ダブルス 16歳以下

No. Name 1R 2R 3R F

1 T0501 高田 知穂 椙山女学園高

S0528 山田 彩萌 五条高校 高田 知穂 / 山田 彩萌

2 U0620 岩佐 優音 守山東中学 60

T0664 石田 紗楽 守山東中学 高田 知穂 / 山田 彩萌

3 T0618 鈴木 愛乃 椙山女学園中学 62

U0594 宮嶋 杏樹 椙山女学園中学 朝倉 夢琶 / 前田 菜月

4 S0645 朝倉 夢琶 名経大市邨高校    W.O.

S0563 前田 菜月 名経大市邨高校 高田 知穂 / 山田 彩萌

5 S0741 佐土原 華蓮 名古屋女大高 63

S0743 吉見 爽 名古屋女大高 佐土原 華蓮 / 吉見 爽

6 U0641 高鉾 佑圭 金城学院中学 60

T0695 今井 杏奈 金城学院中学 木村 美柚 / 鈴木 陽葉

7 T0622 木部 玲愛 椙山女学園中学 61

T0629 牧野 ななみ 椙山女学園中学 木村 美柚 / 鈴木 陽葉

8 T0515 木村 美柚 南山中女子部 60

T0545 鈴木 陽葉 チェリーＴＣ 高田 知穂 / 山田 彩萌

9 T0606 柘植 奈央 聖霊中学 61

T0568 鈴木 梨萌音 聖霊中学 柘植 奈央 / 鈴木 梨萌音

10 U0642 伊藤 彩 金城学院中学 60

T0694 犬飼 美結 金城学院中学 柘植 奈央 / 鈴木 梨萌音

11 T0653 横粂 橙子 名古屋女大中学 61

S0745 井原 美月 名古屋女大高 横粂 橙子 / 井原 美月

12 T0696 岸本 桜空 金城学院中学 62

T0705 柳澤 志帆 金城学院中学 甲斐 優花 / 北埜 藍璃

13 S0650 高橋 淑菜 椙山女学園高 62

S0651 鹿嶋 莉花 椙山女学園高 高橋 淑菜 / 鹿嶋 莉花

14 T0659 井上 舞 守山東中学 61

T0665 平林 凜子 守山東中学 甲斐 優花 / 北埜 藍璃

15 T0617 日比野 歩美 椙山女学園中学 63

T0630 松岡 春佳 椙山女学園中学 甲斐 優花 / 北埜 藍璃

16 T0507 甲斐 優花 CROSS ROAD 60

T0504 北埜 藍璃 聖霊中学

17 T0522 成田 百那 team-N.1

   

S0515 斉藤 双葉 愛知啓成高校 成田 百那 / 斉藤 双葉

18 S0857 菅 琳香 椙山女学園高 60

T0628 伊東 なご実 椙山女学園中学 成田 百那 / 斉藤 双葉

19 T0663 松井 美理 守山東中学 61

T0660 佐田 莉奈 守山東中学 西尾 亜子 / 小林 愛実

20 T0532 西尾 亜子 ロングウッド 60

T0517 小林 愛実 テニスラウンジ 成田 百那 / 斉藤 双葉

21 S0656 八田 楓菜 金城学院高校 63

T0584 長崎 愛加 金城学院高校 亀谷 真海 / 香川 眞子

22 S0820 亀谷 真海 愛知啓成高校 60

T0712 香川 眞子 愛知啓成高校 亀谷 真海 / 香川 眞子

23 T0703 小林 夕悠花 金城学院中学 60

T0701 鬼頭 七海 金城学院中学 祖父江 由佳 / 小木曽 美春

24 S0534 祖父江 由佳 椙山女学園高 60

T0598 小木曽 美春 椙山女学園高 成田 百那 / 斉藤 双葉

25 T0508 友松 あみ テニスラウンジ 60

T0521 清水 葵 スポルトＴＡ 友松 あみ / 清水 葵

26 T0679 小川 結希 南山中女子部 60

T0682 谷本 眞帆 南山中女子部 友松 あみ / 清水 葵

27 U0624 白羽 恭子 守山東中学 60

T0654 石丸 日菜子 守山東中学 大江 悠菜 / 古橋 凛子

28 T0620 大江 悠菜 椙山女学園中学 62

U0608 古橋 凛子 椙山女学園中学 友松 あみ / 清水 葵

29 S0704 小川 奈津子 南山高女子部 63

S0701 川崎 結子 南山高女子部 溝 彩花 / 牧 和花奈

30 S0649 溝 彩花 椙山女学園高 60

S0801 牧 和花奈 椙山女学園高 深谷 紗羽 / 大森 美桜

31 U0640 木全 美樹 金城学院中学 60

T0700 臼井 薫 金城学院中学 深谷 紗羽 / 大森 美桜

32 S0512 深谷 紗羽 愛知啓成高校 61

S0511 大森 美桜 愛知啓成高校
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第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子ダブルス 16歳以下

No. Name 1R 2R 3R F

33 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

34 S0678 武友 彩菜 金城学院高校 60

T0590 加藤 愛子 金城学院高校 渡邉 菜央 / 杉村 優月

35 T0699 鈴木 美奈実 金城学院中学 60

T0698 五十嵐 美月 金城学院中学 牛田 果歩 / 中嶋 美羽

36 T0621 牛田 果歩 椙山女学園中学 61

U0606 中嶋 美羽 椙山女学園中学 渡邉 菜央 / 杉村 優月

37 S0742 布目 真穂 名古屋女大高 63

S0746 川上 唯華 名古屋女大高 布目 真穂 / 川上 唯華

38 T0697 中村 文香 金城学院中学 64

T0704 三ヶ尻 有紗 金城学院中学 山内 華乃 / 加藤 優芽

39 S0677 高木 花凛 金城学院高校 61

S0659 東原 茉央 金城学院高校 山内 華乃 / 加藤 優芽

40 T0544 山内 華乃 チェリーＴＣ 60

T0551 加藤 優芽 聖霊高校 渡邉 菜央 / 杉村 優月

41 S0529 菱田 奈那 名東高校 76(8)   

S0780 松波 有音 名東高校 菱田 奈那 / 松波 有音

42 T0556 古澤 里恋 西尾ＬＴＣ 61

T0511 畔柳 尚香 西尾ＬＴＣ 石川 彩乃 / 宮岡 紫織

43 T0627 平越 日葵 椙山女学園高 62

S0648 大坪 すずな 椙山女学園高 石川 彩乃 / 宮岡 紫織

44 S0562 石川 彩乃 旭丘高校 60

S0540 宮岡 紫織 半田高校 名倉 果甫 / 金子 陽向子

45 T0650 鳥羽 千晴 金城学院中学 62

T0631 兼田 侑奈 金城学院中学 鈴木 杏 / 青木 美潤

46 T0530 鈴木 杏 椙山女学園中学 61

U0607 青木 美潤 椙山女学園中学 名倉 果甫 / 金子 陽向子

47 T0661 神保 なつき 守山東中学 60

T0657 北川 理子 守山東中学 名倉 果甫 / 金子 陽向子

48 S0514 名倉 果甫 明和高校 61

S0543 金子 陽向子 時習館高校

3
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第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 男子ダブルス 18歳以下

No. Name 1R 2R 3R F

1 R0001 三木 琢慈 名経大市邨高校

Q0011 伊左治 陽生 名経大市邨高校 三木 琢慈 / 伊左治 陽生

2 R1057 林 大聖 誉高校 60

R1083 松本 天 誉高校 三木 琢慈 / 伊左治 陽生

3 R1341 齋藤 遼河 春日井高校 60

S0467 野口 武央 春日井高校 前川 優守 / 若松 翼

4 R0057 前川 優守 愛工大名電高 60

R0030 若松 翼 愛工大名電高 三木 琢慈 / 伊左治 陽生

5 Q0275 徐 章豪 中部大学春日丘高校 63

Q0097 松本 直生 中部大学春日丘高校 徐 章豪 / 松本 直生

6 R0136 伊藤 琉我 岡崎城西高校 64

S0001 佐藤 煌輝 岡崎城西高校 坂本 拳 / 寺尾 奏良

7 R0142 原 優汰 東海学園高校 62

Q1413 齊藤 廉 東海学園高校 坂本 拳 / 寺尾 奏良

8 R0022 坂本 拳 中部大学春日丘高校 60

Q0065 寺尾 奏良 中部大学春日丘高校 三木 琢慈 / 伊左治 陽生

9 R0076 鳥居 宏光 名経大市邨高校 61

R0045 植松 恭悟 名経大市邨高校 鳥居 宏光 / 植松 恭悟

10 R1005 伊東 祐貴 中部大学春日丘高校 60

R0044 廣重 達政 中部大学春日丘高校 鳥居 宏光 / 植松 恭悟

11 R0187 加藤 諒真 名東高校 76(6)   

S0100 長田 敬亮 菊里高校 田植 仁都 / 大倉 隆太郎

12 R0114 田植 仁都 名古屋高校 61

R0237 大倉 隆太郎 名古屋高校 鳥居 宏光 / 植松 恭悟

13 R0065 永田 広大 一宮西高校 62

R0201 中村 空音 インドアテニス一宮 永田 広大 / 中村 空音

14 R1095 柳 悠太 愛工大名電高    W.O.

R1097 吉田 聖 愛工大名電高 伊藤 俊太朗 / 木村 一都

15 R1143 高松 琉生 東海学園高校 60

R1125 須賀 涼星 東海学園高校 伊藤 俊太朗 / 木村 一都

16 R0352 伊藤 俊太朗 名古屋高校 60

Q0039 木村 一都 名古屋高校

17 Q0001 宮地 吾侑 名古屋高校

   

Q0083 鈴木 龍弥 名古屋高校 宮地 吾侑 / 鈴木 龍弥

18 R0350 加藤 諒 旭丘高校 62

R1064 青木 佑一郎 旭丘高校 宮地 吾侑 / 鈴木 龍弥

19 R1342 宮澤 悠聖 春日井高校 62

R0291 淺倉 佑斗 名古屋南高校 鎌田 海友 / 須原 稚登

20 R0126 鎌田 海友 愛工大名電高 60

Q0021 須原 稚登 愛工大名電高 水野 瑛太 / 丸井 優希

21 R0141 花田 孝一 岡崎城西高校 62

S0362 大林 侑輝 岡崎城西高校 花田 孝一 / 大林 侑輝

22 S0191 田中 愛起 瑞穂高校 61

S0192 吉江 魁徒 松蔭高校 水野 瑛太 / 丸井 優希

23 R0132 富田 脩太 長久手高校 60

R1108 島田 悠平 長久手高校 水野 瑛太 / 丸井 優希

24 R0031 水野 瑛太 名古屋高校 61

R0029 丸井 優希 名古屋高校 天野 裕也 / 吉澤 翼

25 Q0047 内倉 隼哉 名経大市邨高校 64

Q0004 小出 翔陽 名経大市邨高校 内倉 隼哉 / 小出 翔陽

26 R1090 赤木 楓汰 愛工大名電高 60

R1094 水野 晴太 愛工大名電高 三坂 竜太 / 三木 寿人

27 R0095 三坂 竜太 昭和高校 63

R0129 三木 寿人 昭和高校 三坂 竜太 / 三木 寿人

28 S0064 根崎 航佑 半田高校 62

R0348 近藤 範明 半田高校 天野 裕也 / 吉澤 翼

29 Q0108 橋本 永和 桜丘高校 62

Q0193 川野 翔汰 桜丘高校 橋本 永和 / 川野 翔汰

30 R0217 黒柳 慶亮 岡崎城西高校 61

R0116 奥山 晃斗 刈谷高校 天野 裕也 / 吉澤 翼

31 R0285 北野 紘平 愛工大名電高 62

R0368 小川 創生 愛工大名電高 天野 裕也 / 吉澤 翼

32 Q0019 天野 裕也 桜丘高校 60

Q0085 吉澤 翼 桜丘高校

1
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33 Q0075 木野 陽生 名経大市邨高校

Q0016 奥地 佑都 名経大市邨高校 木野 陽生 / 奥地 佑都

34 R1093 松原 海成 愛工大名電高 60

R1091 加藤 涼 愛工大名電高 木野 陽生 / 奥地 佑都

35 R1162 石神 貴良 岡崎西高校 61

S0400 牧 稜真 岡崎西高校 三浦 弘暉 / 三宅 凌平

36 Q0053 三浦 弘暉 中部大学春日丘高校 61

R0004 三宅 凌平 名古屋高校 木野 陽生 / 奥地 佑都

37 R0032 平野 響 岡崎城西高校 61

R0035 平岡 太陽 岡崎城西高校 平野 響 / 平岡 太陽

38 Q0133 バーンズ 魁 名東高校 60

R0219 森下 隼己 桜台高校 平野 響 / 平岡 太陽

39 R0062 小久保 有貴 名古屋高校 62

R0215 村上 英利 名古屋高校 西浦 瑞季 / 鬼頭 怜耶

40 R0127 西浦 瑞季 桜丘高校    W.O.

Q0087 鬼頭 怜耶 桜丘高校 木野 陽生 / 奥地 佑都

41 R0117 小沼 優太 東海南高校 61

R0155 榊原 尚弥 東海南高校 小沼 優太 / 榊原 尚弥

42 R0369 住田 篤太郎 愛工大名電高 62

R0190 村田 龍久 愛工大名電高 三井 天翔 / 高木 佑人

43 R1339 髙木 晶斗 春日井高校 62

S0468 水野 真誠 春日井高校 三井 天翔 / 高木 佑人

44 R0186 三井 天翔 岡崎城西高校 60

R0008 高木 佑人 誉高校 伏見 太杜 / 大原 貫路

45 R0012 大池 拓斗 瑞陵高校 63

R0094 鈴木 大翔 名経大高蔵高校 大池 拓斗 / 鈴木 大翔

46 Q1122 加藤 慎之介 誉高校 61

Q0277 岡村 三史朗 誉高校 伏見 太杜 / 大原 貫路

47 R0284 坂野 愛樹 愛工大名電高 60

R1096 山梨 凜太朗 愛工大名電高 伏見 太杜 / 大原 貫路

48 Q0023 伏見 太杜 名古屋高校    W.O.

Q0002 大原 貫路 名古屋高校
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1 R0512 新竹 藍 愛知啓成高校

Q0916 野中 美瑠 名東高校 新竹 藍 / 野中 美瑠

2 R0547 松並 万睦 南山高女子部 60

S0616 楊井 ひな 南山高女子部 新竹 藍 / 野中 美瑠

3 Q0643 高橋 未織 修文女子高校 60

R1570 河野 楓華 修文女子高校 高橋 未織 / 河野 楓華

4 S0590 金子 萌芳 椙山女学園高 75

R0544 森 芽久 椙山女学園高 新竹 藍 / 野中 美瑠

5 S0692 櫻井 千秋 名古屋女大高 63

R0552 山田 咲那 名古屋女大高 櫻井 千秋 / 山田 咲那

6 R1582 志智 星南 南山国際高校 60

R1581 北田 葵 南山国際高校 海道 柚葉 / 水野 莉緒

7 Q1739 長尾 柚里 名経大市邨高校 60

Q0889 北山 優奈 名経大市邨高校 海道 柚葉 / 水野 莉緒

8 S0544 海道 柚葉 椙山女学園高 61

R0519 水野 莉緒 椙山女学園高 佐藤 まりあ / 堀田 明花

9 Q0528 佐藤 まりあ 椙山女学園高 62

R0597 堀田 明花 椙山女学園高 佐藤 まりあ / 堀田 明花

10 R0653 宮田 海怜 愛知淑徳高校 60

R0659 木全 理紗 愛知淑徳高校 佐藤 まりあ / 堀田 明花

11 R0666 筒井 まりの 南山高女子部 61

R0665 木村 結月 南山高女子部 仲井 結菜 / 石濱 玲

12 Q0658 仲井 結菜 名古屋女大高 60

Q0526 石濱 玲 名古屋女大高 佐藤 まりあ / 堀田 明花

13 R0678 伊藤 吟姫 金城学院高校 63

R0680 久保田 早英子 金城学院高校 佐瀬 なつみ / 三木 すみれ

14 Q1677 佐瀬 なつみ 修文女子高校 63

R1568 三木 すみれ 修文女子高校 高尾 紗々空 / 永村 南湖

15 Q1579 大竹 紗生 椙山女学園高 61

R0771 小幡 一葉 椙山女学園高 高尾 紗々空 / 永村 南湖

16 Q0648 高尾 紗々空 桜丘高校 60

Q0563 永村 南湖 桜丘高校

17 Q0521 森川 亜咲 愛知啓成高校

   

Q0587 滝沢 萌夏 愛知啓成高校 森川 亜咲 / 滝沢 萌夏

18 R0915 垂水 桃々 名東高校 60

R0920 阿部 里佳子 名東高校 森川 亜咲 / 滝沢 萌夏

19 R0679 尾関 優奈 金城学院高校 61

R0687 督永 悠羽 金城学院高校 竹元 はる菜 / 伊奈 世莉歩

20 Q0520 竹元 はる菜 名経大市邨高校 61

R0533 伊奈 世莉歩 名経大市邨高校 森川 亜咲 / 滝沢 萌夏

21 R0524 岩井 亜麻音 中京大附中京高 61

R0713 岩田 理沙 中京大附中京高 岩井 亜麻音 / 岩田 理沙

22 R0882 堀田 安優実 東海学園高校 60

R0881 伊藤 柚葉 東海学園高校 可児 涼香 / 尾関 果歩

23 Q0761 伊藤 愛夏 椙山女学園高 63

Q0678 上田 愛咲美 椙山女学園高 可児 涼香 / 尾関 果歩

24 R0540 可児 涼香 聖霊高校 62

R0518 尾関 果歩 旭野高校 森川 亜咲 / 滝沢 萌夏

25 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 伊藤 彩 / 田中 優衣

26 Q1743 野末 彩華 至学館高校 60

Q1742 小薗 柚月 至学館高校 伊藤 彩 / 田中 優衣

27 R0918 滝澤 怜華 名東高校 60

R0922 岡松 千愛 名東高校 西山 実季 / 三輪 愛佳

28 R0677 西山 実季 金城学院高校 75

R0529 三輪 愛佳 金城学院高校 余田 涼樹 / 西 遥花

29 Q1667 吉見 千彩 桜丘高校 63

Q1796 重松 風月 桜丘高校 宮下 心菜 / 青野 円香

30 S0527 宮下 心菜 愛工大名電高 75

R0573 青野 円香 愛工大名電高 余田 涼樹 / 西 遥花

31 R0921 田内 琴美 名東高校 62

R0917 岡本 侑実 名東高校 余田 涼樹 / 西 遥花

32 R0560 余田 涼樹 愛知啓成高校 60

R0520 西 遥花 愛知啓成高校

1

2

1 - 2



第90回 東海中日ジュニアテニス選手権　愛知県予選

APPROVED BY AICHI TENNIS ASSOCIATION 女子ダブルス 18歳以下

No. Name 1R 2R 3R F

33 Q0534 岩尾 悠良 愛知啓成高校

R0528 丹羽 菜づ名 中部大学春日丘高校 岩尾 悠良 / 丹羽 菜づ名

34 S0618 鞍谷 友華 南山高女子部 60

R0669 山田 桃伽 南山高女子部 岩尾 悠良 / 丹羽 菜づ名

35 R0898 原 愛理 旭丘高校 60

R0633 寺﨑 累李子 旭丘高校 伊藤 颯野 / 山本 花乃

36 Q0599 伊藤 颯野 愛工大名電高 61

Q0588 山本 花乃 愛工大名電高 岩尾 悠良 / 丹羽 菜づ名

37 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 武山 来愛 / 加藤 倫奈

38 S0574 水野 美空 中部大学春日丘高校 75

R0558 吉川 菜月 中部大学春日丘高校 武山 来愛 / 加藤 倫奈

39 R0671 桑原 凛々子 南山高女子部 60

R0670 神戸 結加 南山高女子部 桑原 凛々子 / 神戸 結加

40 Q0570 伊藤 美沙希 椙山女学園高    W.O.

R0532 村山 天姫 椙山女学園高 津田 愛 / 山本 未来

41 R0535 槙原 瑠奈 豊明高校 61

Q0890 丹生谷 紅杏 岡崎城西高校 槙原 瑠奈 / 丹生谷 紅杏

42 R0683 萩田 詩乃 金城学院高校 60

R0686 臼井 真緒 金城学院高校 槙原 瑠奈 / 丹生谷 紅杏

43 R0667 松本 彩加 南山高女子部 60

R0668 山田 紗弓 南山高女子部 野澤 えみな / 横山 若音

44 R0646 野澤 えみな 聖霊高校 62

R0618 横山 若音 聖霊高校 津田 愛 / 山本 未来

45 Q0523 伊藤 瞭 誉高校 60

Q0580 小島 怜 中部大学春日丘高校 伊藤 瞭 / 小島 怜

46 R0676 伊藤 彩花 金城学院高校 63

R0682 丸山 向日葵 金城学院高校 津田 愛 / 山本 未来

47 R0672 保田 和香 南山高女子部 61

R0674 大岡 ななせ 南山高女子部 津田 愛 / 山本 未来

48 Q0529 津田 愛 椙山女学園高 60

R0574 山本 未来 椙山女学園高
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