
男子１０歳以下 　１０月 ３０日（土）・１１月　６日(土) 女子１０歳以下 　１０月 ３０日（土）

西田 玉木
６０

西田 西田 柳谷 小若
　ＷＯ．　 ６３

西田 玉木 柳谷 重松
６１ ６０ ６２

薮内 塚本 小若
６５ ６１

薮内 北野 梶平 長藤
６０ ６０

髙橋 玉木 塚本 長藤
６３ 髙橋 ６１ 63 ６０

髙橋 中本 塚本 塚本
６４ 76（6） W.O.

湊 中本 塚本 小若
６１ ６０ ６１

髙橋 中本 池永 山岡
６０ ６４ ６０

永井 裏辻 池永 山岡
６３ ６１ ６３

永井 原 西田 片山
６１ ６０

髙橋 玉木 池永 天童
６４ 村本 ６０ ６２ ６３

村本 沖 藤田 高志
６１ ６２

藤田 天童
６０

松本 沖
６４ ６２

松本 南原
６０

松本 南原
W.O.

横山
６３ シード順 ３位決定戦

祖川 角
６４ 山岡

祖川 ６２
W.O.

祖川 横山
６４ ６０

福森

福森 横山
６０

シード順

沖

６３

中本 空良 JAC project 

屋島テニスクラブ

5 角 優希

4 木下 遥斗 西宮テニスクラブ

山田テニスクラブ

３位決定戦

1 玉木 翔大 ラボキッズジュニア

2 横山 晴陽 PanaChildren 沖 一輝

14 Bye

15 沖 一輝 屋島テニスクラブ

17

18

12 原 健心 小西テニススクール

13 村本 陸 屋島テニスクラブ

10 裏辻 唯登 ラ・ポーム

11 永井 佑季 テニスアリーナガーデン 

テニスアリーナガーデン徳島

8 中本 空良 JAC project 

9 湊 滉 池永 琉花 テンインドアフィールド

7 鬼塚 由希子 イヌヅカスポーツプランニング

8 塚本 愛梨 テニスアリーナガーデン

9

7 髙橋 優斗 リアンテニスチーム

4

5 長藤 愛菜 宝塚T.CO

6 梶平 里奈 テニスアリーナガーデン

1 玉木 翔大 ラボキッズジュニア 1 小若 実夢 トキワテニスクラブ

2 2 bye

3 柳谷 桃花 PDTテニスクラブ

重松 柚葵 フォーレスト

2 天童 光里 屋島テニスクラブ 山岡 凛音 ACE TC

3 片山 愛 丸亀テニスクラブ

4 長藤 愛菜 宝塚T.CO

13 藤田 真咲 Finalist Tennis Club

14 高志 莉子 HIRO

bye

長藤 愛菜 宝塚T.CO

15

16 天童 光里 屋島テニスクラブ

1 小若 実夢 トキワテニスクラブ

片山 愛 丸亀テニスクラブ

10 山岡 凛音 ACE TC

11 西田 美翔 Finalist Tennis Club

12

西田 孝星 Finalist Tennis Club

3 黒田 春樹 西宮テニスクラブ

4 藪内 公翔 ラポーム

5 Bye

6 北野 樹 ラ・ポームテニスクリエイト

3 髙橋 優斗 リアンテニスチーム

7 北野 樹

22 福森 統和 山田テニスクラブ

23 Bye

24 横山 晴陽 PanaChildren

16 松本 暖大 屋島TC

南原 圭佑 小西TS

テニスアリーナガーデン徳島

木下 遥斗 西宮テニスクラブ

19 角 優希 山田テニスクラブ

20 祖川 一毅

21 木下 詠仁 西宮テニスクラブ

8 村本 陸 屋島テニスクラブ

6 原 健心 小西テニススクール

ラ・ポームテニスクリエイト



男子１２歳以下 　１１月 　３日（水・祝）・１１月　６日(土) 女子１２歳以下 　１１月 ３日（水・祝）　

藤田

北村 中本 藤田 眞鍋
４０４２ ７５ 54（2）５３

北村 吉武 重永 眞鍋
４２２４１０－８ ４２５３

miguel ricardo 中本 藤田 若松
６４ ４５(２)４２１０－３ ６０ ４２４１

原 山中 辻 佐藤
４１４１ ４０４０

miguel ricardo 廣瀬 辻 若松
６３ ４１４１ ６３ ４２４０

miguel ricardo 廣瀬 森 若松
４１４０ ４１４０

miguel ricardo 中本 藤田 樽床
６０ ５４（４）４２ ６０ ０４４２１０－４

板垣 塩見
４０４０

越智 楠 板垣 中原
４０４０ ５３４０

越智 加賀宇
４０４１ W.O.

越智 楠 小若 樽床
６５ ４０４０ ６１ ４０１４１０－５

村本 西本 小若 坪田
４１４１ ４１１４１０－７

村本 田中 小若 樽床
３５５４(０)１０－７ ６０ ４１４０

矢野 樽床
４０５３

miguel ricardo 中本
６２ ４１４１

女子シード順

梶原 楠 眞鍋
４１４１ ０４４２１０－６

梶原 土井
４１４１

村上 大平
６１ ２４４１１０－７

村上 大平
５３４２

村上
W.O.

村上 松本 男子シード順
６２ ４０４１

向井 吉井
４１４２

向井 吉井
６０ ４０４２

田中 岡
２４４０１２－１０

向井 松本
W.O. ４０４１

片岡 杉本
４０２４１１－９

片岡 松本
４１４０

楠
４０４０

ラスタットTC

7 吉井 滉人 PDT

8 田中 徠斗 屋島TC

4

5 楠 勇真 屋島テニスクラブ

6 廣瀬 勇太 PDT

1 中本 莉空 JAC project 

26 アサヒテニスクラブ向井 滉佑 屋島テニスクラブ

田中 隆雅 金生第二小学校27

28 岡 紘輝 フォーレスト

29

2 松本 悠希

3 楠 奨真 屋島テニスクラブ

溝手 倫太朗

片岡 颯一 山田テニスクラブ

Bye

屋島テニスクラブ

大平 晴仁 アサヒテニスクラブ

30

31

32 松本 悠希 アサヒテニスクラブ

３位決定戦

楠 奨真

23 Bye

24 溝手 倫太朗 ラスタットTC

杉本 早駿 山田テニスクラブ

25 吉井 滉人 PDT

21 大平 晴仁 アサヒテニスクラブ

22 村上 遼眞 リアンテニスチーム

20

18

19 梶原 禅明 リアンテニスチーム

土井 昂志 テニスアリーナガーデン

15 Bye

16 田中 徠斗 屋島TC

17 楠 勇真 屋島テニスクラブ

Bye

14 坪田 依茉 ラスタットTC

中原 萌 たけなみTA 

３位決定戦

眞鍋 結衣 NBテニスガーデン

11 林 稀美香 丸亀テニスクラブ

12 中原 萌 たけなみTA 

13 小若 実夢 トキワテニスクラブ

丸亀テニスクラブ

9 塩見 渚 ノアTA垂水

10 板垣 瑠夏 MSサウサリート

佐藤 未來 HIROテニスカレッジ

2 樽床 風音 ラスタットテニスクラブ

3 中原 萌 たけなみTA 

4

藤田 梨央 西宮テニスクラブ

15 矢野 梓 屋島テニスクラブ

16 樽床 風音 ラスタットテニスクラブ

1

13 西本 裕太 HIROテニスカレッジ

14 村本 礼央 屋島テニスクラブ

11 加賀宇 亮佑 屋島テニスクラブ

12 越智 咲良 小西テニススクール

8

9 楠 奨真 屋島テニスクラブ

10 Bye

7 Lagac lll miguel ricardo yashima tennis center

廣瀬 勇太 PDT 8

5 原 大河 小西テニススクール

6 山中 魁祐 愛媛トレセン

佐藤 未來 HIROテニスカレッジ

辻 和杏 ラ ポームテニスクリエイト6

7 若松 凜花 城南学園

森 心結

3

4 眞鍋 結衣 NBテニスガーデン

5

3 北村 琥太郎

2 bye

重永 莉子 アルファTC山田テニスクラブ

4 吉武 蕾音 ラスタットTC

中本 莉空 JAC project 1 藤田 梨央 西宮テニスクラブ1

2 Bye



男子１４歳以下 　１０月 ３０日（土） 女子１４歳以下 　１０月 ３０日（土）　

青木 宮川
４１４０

松本 武村 山岡 吉田
６２ ５３２４１０－３ ５４（１）４０

松本 武村 山岡 大塚
４２４２ ４２４０

松本 武村 内海 吉田
６１ ４１４１ ６４ ４２４１

大西 加藤 内海
４２　54（5）

大西 富士 内海 渡部
６３ ４２４１ ５３４２

西本 富士 渡部
４２４１ W.O.

倉本 武村 内海 吉田
６１ ４１１４１０－４ ６３ ４２４０

菰田 山本 山西 溝渕
４０４０ ４０４２

小幡 山本 山西 梅崎
W.O. ４０４２ ４２０４10-8

小幡 扶川
４１４２

倉本 大下 山西 石橋
６４ ４０４２ W.O. ２４４０１０－４

大平 古田 石橋
４１４１ W.O.

倉本 大下 玉那覇 石橋
６５ ４２４０ ５４（3）３５１０-８

倉本 大下
５３４０

シード順 シード順

山本 渡部
４１４１ ４０４１

8

10

11

12

13

14

15

大西 航太郎 リアンテニスチーム

16

1

2

3 小幡 一期 柳生園TC

4

大平 ゆう数 テニスアリーナガーデン

古田 龍之介 STT

倉本 晄空 pdt

菰田 詩大 リアンテニスチーム

扶川 英琉 OZONO&GURIM

小幡 一期 柳生園TC

宮川 樹

大下 遥希 Scratch 山本 能亜 西宮テニスクラブ

大下 遥希 Scratch

３位決定戦

江坂テニスセンター 冨士 海邦 テニスアリーナガーデン

冨士 海邦 テニスアリーナガーデン

9 山本 能亜 西宮テニスクラブ

4

5 大西 航太郎 リアンテニスチーム

加藤 翔太 山田テニスクラブ6

7 西本 裕太 HIROテニスカレッジ

3

2 bye

山岡 蓮奈 ACE TC武村 勇輝 テニスアリーナガーデン

松本 悠史郎 山田テニスクラブ

宮川 樹 江坂テニスセンター 1 吉田 理世 大渡ＴＡ1

2 青木 亮輔 ロングウッド藍住

玉那覇 碧 realize 梅崎 咲心 ノアTA垂水

内海 紗希 TCセブンスリー

梅崎 咲心 ノアTA垂水

吉田 理世

4

12

13 石橋 空 ドリームTS

長友 沙薫

大渡ＴＡ 渡部 莉央

ブライトテニスセンター

bye

玉那覇 碧 realize

３位決定戦

14

15

16

1

2

3

Finalist TC

8

9 山西 真歩 ラポーム

溝渕 杏莉 テニスアリーナガーデン

11 bye

梅崎 咲心 ノアTA垂水

10

3

4 大塚 あや Ｔension

5 内海 紗希 TCセブンスリー

6 bye

7 渡部 莉央 Finalist TC

根岸 柚羽 イヌヅカスポーツプランニング


	10歳以下
	12歳以下
	14歳以下

