
【１０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 遠藤　翼 KCJテニスアカデミー

(2) 武藤　功望

3-② 切替　寛喜 KCJテニスアカデミー 40.42

(1) 武藤　功望

2-② 武藤　巧望 オールサムズテニスクラブ 40.41
武藤　功望

2-① 飯田　理月 フリー 42.41

(4) 飯田　理月

1-② 鈴木　蔵之助 ファーイーストJｒ.TA 40.53
丸山　颯太

3-① 丸山　颯太 ファーイーストJｒ.TA (3) 53.42

＜コンソレーション＞

(1) 切替　寛喜

切替　寛喜

(2) 遠藤　翼 45.40.42
切替　寛喜

(3) 14.54(4).10(2)
鈴木　蔵之助

(4) 鈴木　蔵之助

〔３・４位トーナメント〕

1-③ 古山　佳佑 TAKE３

(2) 大塚　仁一朗

3-④ 斉藤　文埜 TAKE３ 40.53

(1) 大塚　仁一朗

2-④ 大塚　仁一朗 KCJテニスアカデミー 41.42
大塚　仁一朗

2-③ 桐木　翔 ルネサンス鷹之台TC 41.42

(4) 桐木　翔

1-④ 小林　有汰 ジュド・ポームテニスクラブ 53.42
林　康太

3-③ 林　康太 VIPテニスアカデミー (3) 54(5).53

＜コンソレーション＞

(1) 斉藤　文埜

古山　桂佑

(2) 古山　佳佑 41.41

古山　桂佑

(3) 40.40

小林　有汰

(4) 小林　有汰



【１０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 関口　七映 KCJテニスアカデミー

(1) 関口　七映

6-② 吉田　紗良 ファーイーストJｒ.TA 54(2).42

2-① 玉置　カンナ ファーイーストJｒ.TA 本間　苺花

(3) 本間　苺花 53.54(4)

4-② 本間　苺花 ファーイーストJｒ.TA 41.41
本間　苺花

3-① 永野　ひろね きさらづアウルテニスクラブ (2) 40.40
本間　苺花

4-① 稲見　美咲 八千代SGインドアTC 40.41

(4） 稲見　美咲

3-② 熊倉　怜子 TTC 40.40

稲見　美咲
5-② 川本　陽和 AK勝浦テニスアカデミー 41.41

(5） 池田　理乃

1-② 池田　理乃 VIPテニスアカデミー W.O

稲見　美咲

5-① 小笠原　百香 ファーイーストJｒ.TA 40.40

(6） 小笠原　百香

2-② 大塚　愛結 KCJテニスアカデミー 53.42

小笠原　百香

6-① 鳥居　寧々 VIPテニスアカデミー (7） 41.40

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

関口　七映 (1) 吉田　紗良

関口　七映 玉置　カンナ

小笠原　百香 53.41 (2) 永野　ひろね 42.54(5)
玉置　カンナ

(3) 玉置　カンナ 41.40
玉置　カンナ

(4) 熊倉　怜子 63
池田　理乃

(5) 池田　理乃 41.41
池田　理乃

(6) 大塚　愛結 42.41
大塚　愛結

(7) 鳥居　寧々 14.53.10(4)



【１０才以下　女子】 ≪ ２　日　目 ≫

〔３・４位トーナメント〕

1-③ 石井　希空 TAKE３

(1) 石井　希空

6-④ 大和田　彩葉 KCJテニスアカデミー 40.41

2-③ 井上　凜理子 目黒テニスクラブ 石井　希空

(3) 横田　優月 42.45(5).53
5-③ 横田　優月 KCJテニスアカデミー 41.42

横田　優月

3-③ 加瀬　釉葵 ジュド・ポームテニスクラブ (2) ２４．４１．４２ 和田　実日子

40.41

4-③ 小野瀬　結愛 KCJテニスアカデミー

(4) 小野瀬　結愛

3-④ 小林　唯楓 KCJテニスアカデミー 40.40
和田　実日子

1-④ 末吉　優海 マリーン庭球倶楽部 54(3).54(2)
(5) 和田　実日子

6-③ 和田　実日子 きさらづアウルテニスクラブ 40.41

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

横田　優月 (1) 大和田　彩葉
小野瀬　結愛 加瀬　釉葵

小野瀬　結愛 40.40 (2) 加瀬　釉葵 42.54(4)

加瀬　釉葵

(3) 井上　凜理子 41.54(4) 加瀬　釉葵

63

(4) 小林　唯楓

末吉　優海

(5) 末吉　優海 40.41



【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 金森　拓斗 きさらづアウルテニスクラブ

                   (2) 金森　拓斗

7-② 金川　桂斗 VIPテニスアカデミー 41.42

(1) 金川　桂斗

6-② 伊藤　類 ジュド・ポームテニスクラブ 41.41
横戸　仁

2-① 横戸　仁 KCJテニスアカデミー 42.04.41

(3) 横戸　仁

5-② 武藤　瑛太 VIPテニスアカデミー 41.40

横戸　仁

4-② 武藤　遥希 オールサムズテニスクラブ 42.41

(4) 武藤　遥希

3-① 山田　柊惺 VIPテニスアカデミー 54(7).42

工藤　奇跡

4-① 徳増　尚哉 エリステニスクラブ 42.41

(5) 徳増　尚哉　

3-② 河原　琉弥 VIPテニスアカデミー 41.42
徳増　尚哉　

2-② 山﨑　一陽 VOTA 40.42

(6) 矢野　遼太

5-① 矢野　遼太 きさらづアウルテニスクラブ 40.40

工藤　奇跡

6-① 吉永　凛 VIPテニスアカデミー 40.40

(8) 吉永　凛

1-② 鳥居　伸之介 VIPテニスアカデミー 40.54(5)

工藤　奇跡

7-① 工藤　奇跡 きさらづアウルテニスクラブ                    (7) 41.40

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

金森　拓斗 (1) 伊藤　類

金森　拓斗 伊藤　類

徳増　尚哉 41.40 (2)
武藤　瑛太

(3) 武藤　瑛太 40.42
武藤　瑛太

(4) 武藤　遥希 54(2).42
武藤　瑛太

(5) 河原　琉弥 40.42
河原　琉弥

(6) 山﨑　一陽 41.40
鳥居　伸之介

(7) 24.54(5).10(2)
鳥居　伸之介

(8) 鳥居　伸之介



【１２才以下　男子】 ≪ ２　日　目 ≫

〔３・４位トーナメント〕

1-③ 飯田　悠太 フリー

(1) 飯田　悠太

7-④ 櫻井　涼星 VIPテニスアカデミー 42.53

5-④ 林　琉星 エリステニスクラブ 町田　碧

(３) 林　琉星 42.41
2-③ 安藤　竜之介 VIPテニスアカデミー 54(6).53 町田　碧

40.40

3-③ 町田　碧 AK勝浦テニスアカデミー (２)

近藤　佑将

4-③ 鷲巣　廉平 VIPテニスアカデミー 24.53.41

(５) 岡崎　大河

3-④ 滝田　悠仁 ジュド・ポームテニスクラブ 42.35.41

(４) 岡崎　大河

5-③ 岡崎　大河 VIPテニスアカデミー 41.41

6-③ 近藤　佑将 楠クラブ 近藤　佑将

(７) 近藤　佑将 53.40

1-④ 井上　悠 VIPテニスアカデミー 40.40

近藤　佑将

7-③ 小井沼　拓真 KCJテニスアカデミー (６) 40.40

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

飯田　悠太 (1) 櫻井　涼星

岡崎　大河 櫻井　涼星

岡崎　大河 40.14.53 (2) 24.53.10(6)
安藤　竜之介

(3) 安藤　竜之介

(4) 滝田　悠仁 打ち切り
滝田　悠仁

(5) 鷲巣　廉平 24.41.10(3)

井上　悠

(6) 小井沼　拓真 24.42.10(4)

井上　悠

(７) 井上　悠 41.42



【１４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 加藤　一磨 コートピア大泉テニスクラブ

(2)

3-② 水原　遙哉 KCJテニスアカデミー 加藤　一磨

（１） 森川　引貴 41.53

2-② 森川　弘貴 フリー 42.41

黒田　渓太

2-① 高橋　孝之介 きさらづアウルテニスクラブ 24.53.42

(4) 高橋　孝之介

1-② 井上　慧亮 きさらづアウルテニスクラブ 53.35.42

黒田　渓太

3-① 黒田　渓太 さくら野火止テニスアカデミー (3) 40.41

＜コンソレーション＞

(1) 水原　遙哉

(2)

井上　慧亮

(3) 41.42

(4) 井上　慧亮
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