
男子１０歳以下 　１１月 ３日（木・祝） 女子１０歳以下 　１１月 ３日（木・祝）　

萱原 太田 小林 田中
60 62

村本 黒田 池内 山岡
40 ６０ 42 ６０

村本 黒田 池内 山岡
６１ ６０

村本 黒田 平井 山岡
41 ６２ 41 ６１

坂口 福森 平井 中井
６４ ７５

坂口 福森 平井 塚本
40 ６０ noshow ６３

立石 中井 W.O.
６１

植松 山本 結城 山岡
43 42 ６０

谷口 伊藤 W.O.
６０ noshow

植松 伊藤 野村 藤原
40 ６４ ６２

植松 原 野村 W.O.
６４ noshow

植松 山本 結城 柳谷
43 ６１ 40 ６０

冨田 隈元 結城 梶平
６０ ６３

石澤 山本 結城 柳谷
41 ６３ 40 ６２

石澤 山本 三井 柳谷
６１ ６０

シード順 シード順

伊藤 塚本
６０ 63

4 原 健心 小西テニス 4 高志 莉子 山田テニスクラブ

柳谷 桃花 PDT

3 福森 統和 山田テニスクラブ 3 平井 萌生奈 屋島テニスクラブ

俣野 とより 丸亀テニスクラブ

12 原 健心

塚本 愛梨 HIROテニスカレッジ

2 山本 泰寿 四日市TA 伊藤 光之輔 ノアTA神戸垂水 2

３位決定戦 ３位決定戦

1 大田 勝貴 everyTC 福森 統和 山田テニスクラブ 1 小林 千裕 TEAM LAT

星田テニスクラブ

15 石澤 悠 pdt 15 三井 結菜 フォーレスト

14 隈元 崚次郎 三重GTC 14 梶平 里奈 テニスアリーナガーデン

16 山本 泰寿 四日市TA 16 柳谷 桃花 PDT

13 富田 一晴 山田テニスクラブ 13 結城 早彩 エムテニスアカデミー神戸

11 植松 蒼葉 ノアアカデミー倉敷 11 野村 仁郁称 テニスアリーナガーデン

10 谷口 帆汰 TEAM LAT 10

小西テニス 12 高志 莉子 山田テニスクラブ

8 立石 美道 テニスアリーナガーデン 8 塚本 愛梨 HIROテニスカレッジ

9 伊藤 光之輔 ノアTA神戸垂水 9 藤原 愛奈 星田テニスクラブ

7 中井 樹 京都東山TC 7 矢野 蘭 TEAM GROWING

5 福森 統和 山田テニスクラブ 5 平井 萌生奈 屋島テニスクラブ

6 坂口 瑛斗 銀星テニスクラブ 6 中井 葵 京都東山テニスクラブ

大田 勝貴 everyTC 1 小林 千裕 TEAM LAT

4 村本 陸 ホープテニスアカデミー 4 山岡 凛音 ACE TC

＜本戦＞＜コンソレーション＞ ＜コンソレーション＞ ＜本戦＞

藤原 愛奈

3 黒田 春樹 ACイグナイト 3 池内 碧渚 フォーレスト 

2 萱原 倖太 フォーレスト 2 田中 綾音 リアンテニスチーム

1



男子１２歳以下 　１１月 ５日（土） 女子１２歳以下 　１１月 ５日（土）　

小林 阿部
4141

小林 阿部 王尾 藤山
63 4040 4142

西川 土山 王尾 長藤
4153 4040

隈元 阿部 Nwosu 藤山
62 4240 61 4241

隈元 髙橋 Nwosu 辻
0442(4) 4041

隈元 山本 Nwosu 辻
61 1442(8) 60 noshow 4040

村本 山本 川添 W.O.
4041

隈元 阿部 Nwosu 藤山
60 ret 61 4140

萱原 湊 井口 今井
4042 4114(6)

萱原 宗藤 井口 今井
64 4041 61 4054(4)

三浦 宗藤 池永 篠崎
4140 4040

萱原 宗藤 重松 今井
62 4053 64 4041

日出 池内 重松 鬼塚
1440(4) 4142

日出 池内 重松 鬼塚
65 0441(5) W.O.

南原 大平
4140 noshow

シード順 シード順

山本 辻
4053 4141

海ノ中道M&T ラ ポームテニスクリエイト

三重GTC 巧庭球塾

ラ ポームテニスクリエイト

アサヒテニスクラブ 池内 碧斗 フォーレスト HIROテニス 鬼塚 由希子 イヌヅカスポーツプランニング

丸亀TC 山本 一輝 アップデイト やすいそ庭球部 辻 和杏

アップデイト 15 bye

アサヒテニスクラブ HIROテニス

アップデイト イヌヅカスポーツプランニング

フォーレスト アップデイト

３位決定戦 ３位決定戦

海ノ中道M&T 巧庭球塾12 宗藤 駿 12 篠崎 星那

11 三浦 春馬 11 池永 琉花

10 湊 滉

9 萱原 瑛太 アップデイト コスパ神崎川

アリーナガーデン徳島 京都東山テニスクラブ

アップデイト たけなみTA

ホープテニスアカデミー TEAM LAT

10 今井 華乃

9 井口 美月

ルーセントジュニアアカデミー しあわせの村TS

三重GTC ラ ポームテニスクリエイト

屋島テニスクラブ ホリゾン

5 隈元 航太郎 5 辻 和杏

4 西川 大哉

屋島テニスクラブ 宝塚T.CO

TEAM LAT アップデイト

巧庭球塾 2 bye

4 王尾 奈那子

4 隈元 航太郎 4 篠崎 星那

2 佐藤 未来

3 宗藤 駿 3 辻 和杏

2 大平 晴仁

1 阿部 煌大 1 藤山 羽優

16 大平 晴仁 16 佐藤 未来

15 南原 圭佑

14 池内 碧斗 14 重松 柚葵

13 日出 徠太 13 鬼塚 由希子

8 村本 礼央 8 川添 芽生

7 山本 一輝 7 川村 奈央

6 髙橋 優斗 6 Nwosu Makayla

3 土山 心太郎 3 長藤 愛菜

2 小林 煌晟

丸亀TC やすいそ庭球部1 阿部 煌大 1 藤山 羽優

＜コンソレーション＞ ＜本戦＞ ＜コンソレーション＞ ＜本戦＞


