
【１２才以下　男子】 ≪ ２　日　目 ≫
　　※１日目のブロック内順位により、１・２位トーナメント、３・４位トーナメントに分かれて試合を行います。
　　※１－①には１日目の第１ブロックの１位が、１－②には第１ブロックの２位が入ります。（他同様）
　　※コンソレーションは、初戦敗退者のみとなります。

〔１・２位トーナメント〕
1-① 山田　隼矢 きさらづアウルＴＣ

(1) 福田　優羽

5-② 福田　優羽 初石テニスクラブ 14,40,42

4-② 榎本　広夢 きさらづアウルＴＣ 榎本　広夢

(3) 榎本　広夢 53,42

3-② 北原　優輝 KCJTA 41,54(4)

榎本　広夢

2-① 仙石　圭汰 KCJTA (2) 42,54(3)

遠藤　出帆
3-① 海老原　武 初石テニスクラブ 41,45(5),40

(5) 遠藤　出帆

2-② 池嶋　壮太 KCJTA 41,40

(4) 遠藤　出帆

4-① 遠藤　出帆 KCJTA 41,40 遠藤　出帆
53,24,41

1-② 島田　龍門 誉田ＴＣ

(6) 小田　悠太

5-① 小田　悠太 有明ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 40,40

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

福田　優羽 (1) 山田　隼矢
小田　悠太 仙石　圭汰

小田　悠太 14,42,42 (2) 仙石　圭汰 53,40

仙石　圭汰
(3) 北原　優輝 40,41

仙石　圭汰
(4) 池嶋　壮太 41,42

池嶋　壮太
(5) 海老原　武 24,42,75

池嶋　壮太
(6) 島田　龍門 53,40



【１２才以下　男子】 ≪ ２　日　目 ≫

〔３・４位トーナメント〕
1-③ 勝田　瑛介 KCJTA

(1) 勝田　瑛介
5-④ 大澤　悠介 ジュド・ポームＴＣ 41,40

井上　拓海

3-④ 岡村　輝 ジュド・ポームＴＣ 42,41

(2) 井上　拓海

2-③ 井上　拓海 ルネサンス鷹之台ＴＣ 41,40

神保　亭斗
3-③ 河合　竜一 アートヒルＴＣ 42,42

(4) 加藤　大雅

2-④ 江ヶ嵜　梓 ジュド・ポームＴＣ 40,24,41
(3) 加藤　大雅

4-③ 加藤　大雅 アポロコーストテニスクラブ 40,40 神保　亭斗
40,41

1-④ 松本　幸大 ジュド・ポームＴＣ

(5) 神保　亭斗

5-③ 神保　亭斗 KCJTA 42,40

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

勝田　瑛介 (1) 大澤　悠介
加藤　大雅 岡村　輝

加藤　大雅 40,40 (2) 岡村　輝 40,40

(3) 江ヶ嵜　梓 河合　竜一
河合　竜一 53,42

(4) 河合　竜一 41,41

河合　竜一
(5) 松本　幸大 41,41



【１２才以下　女子】 ≪ ２　日　目 ≫
　　※１日目のブロック内順位により、１・２位トーナメント、３・４位トーナメントに分かれて試合を行います。
　　※１－①には１日目の第１ブロックの１位が、１－②には第１ブロックの２位が入ります。（他同様）
　　※コンソレーションは、初戦敗退者のみとなります。

〔１・２位トーナメント〕
1-① 関　桃香 きさらづアウルＴＣ

(1) 久保　優衣

5-② 久保　優衣 きさらづアウルＴＣ 42,14,40

五十嵐　萌々

4-② 五十嵐　萌々 KCJTA 14,41,54(8)

(2) 五十嵐　萌々
3-① 増田　紫月 初石テニスクラブ 14,40,42

新田　祥子
4-① 山﨑　郁美 ルネサンス鷹之台ＴＣ 41,53

(3) 山﨑　郁美

3-② 久松　勝虹 KCJTA 40,40

新田　祥子

1-② 浅川　夏絵手 KCJTA 42,53

(4) 新田　祥子

5-① 新田　祥子 リエゾン千葉ＴＣ 42,41

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

久保　優衣 (1) 関　桃香
山﨑　郁美 増田　紫月

山﨑　郁美 42,45(4),41 (2) 増田　紫月 WO

浅川　夏絵手
(3) 久松　勝虹 42,41

浅川　夏絵手
(4) 浅川　夏絵手 40,53



【１２才以下　女子】 ≪ ２　日　目 ≫

〔３・４位トーナメント〕
1-③ 青柳　明日香 誉田ＴＣ

(1) 青柳　明日香
5-④ 金谷　真那 ジュド・ポームＴＣ WO

青柳　明日香

4-④ 三瓶　栞奈 きさらづアウルＴＣ 40,40

(2) 三瓶　栞奈

3-③ 斉藤　汐里 きさらづアウルＴＣ 40,54(3)

青柳　明日香
4-③ 松浦　りの 青葉台ローンＴＣ 54(4),42

(3) 松浦　りの

3-④ 林　真綾 ジュド・ポームＴＣ 42,41

木津　未菜依

1-④ 小野　るりな きさらづアウルＴＣ 41,40

(4) 木津　未菜依
5-③ 木津　未菜依 アポロコーストテニスクラブ 54(3),42

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

三瓶　栞奈 (1) 金谷　真那
松浦　りの 斉藤　汐里

松浦　りの 04,40,53 (2) 斉藤　汐里 41,42

小野　るりな
(3) 林　真綾 40,40

小野　るりな
(4) 小野　るりな 40,40




