
中学生男子

豊田 隼一郎 柏木 慈恵 今村 優太 多田 伊織

小林 洋翔 前川 航輝 永田 莉基 川村 和輝

豊田 隼一郎ロランインドア

小林 洋翔 鈴鹿中学

柏木 慈恵 ニックインドア

前川 航輝 プリンス

今村 優太 ロングウッド鈴鹿

永田 莉基 ロングウッド鈴鹿

多田 伊織 常磐中学校

川村 和輝 常磐中学校

Ｂブロック

河北 源太 桂川 徹也 高橋 大悟 ヤナセ カイト

吉田 朔 田中 碧空 松岡 歩武 イトウ コウタロウ

河北 源太 三重ＧＴＣ

吉田 朔 三重ＧＴＣ

桂川 徹也 常磐中学校

田中 碧空 常磐中学校

高橋 大悟 三幸T.T

松岡 歩武 リッチヒルTC

ヤナセ カイト 鈴鹿中等教育学校

イトウ コウタロウ鈴鹿中等教育学校
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中学生男子
Ｃブロック

森下 修惟 竹下 慎一郎 森本 雄大 山中 大也

西林 悠飛 渡部 遼一郎 山田 翔生 大西 快依

森下 修惟 鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ

西林 悠飛 鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ

竹下 慎一郎AHTLEFORT

渡部 遼一郎ATHLEFORT

森本 雄大 常磐中学校

山田 翔生 常磐中学校

山中 大也 みさとテニスクラブ

大西 快依 鈴鹿中等教育学校

Ｄブロック

野村 晴空 光武 遥翔 後藤 叶翔

小林 蒼空 松岡 壮吉朗 長谷川拓音

野村 晴空 ロランインドア

小林 蒼空 ロランインドア

光武 遥翔 AHTLEFORT

松岡 壮吉朗三重ＧＴＣ

後藤 叶翔 常磐中学校

長谷川拓音 常磐中学校
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小学生男子

岡本 直也 伊藤 悠真 桂川 弘也 三宅 蒼翔

谷後 翔紀 松岡 達海 田中 星那 鏡 優生

岡本 直也 アクシズ

谷後 翔紀 名張RTC

伊藤 悠真 SSG

松岡 達海 伊賀TA

桂川 弘也 オリンピア

田中 星那 オリンピア

三宅 蒼翔 三重ＧＴＣ

鏡 優生 三重ＧＴＣ

Ｂブロック

山川 蓮 隈元 航太郎 河合 朔実 山本 泰寿

猪熊 虎之介 隈元 崚次郎 中村 明日音 藤井 崇汰

山川 蓮 鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ

猪熊 虎之介鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ

隈元 航太郎SSG

隈元 崚次郎SSG

河合 朔実 リンクス鈴鹿

中村 明日音リンクス鈴鹿

山本 泰寿 三重ＧＴＣ

藤井 崇汰 三重ＧＴＣ
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小学生男子
Ｃブロック

寺本 光希 牧野 晃弥 新名 瑳佑介 淺井 健斗

松井 碧哉 松本 蒼來 岡安 奏和 村上 昂大朗

寺本 光希 三重ＧＴＣ

松井 碧哉 三重ＧＴＣ

牧野 晃弥 三幸TT

松本 蒼來 桑名TA

新名 瑳佑介ロランインドア

岡安 奏和 ロランインドア

淺井 健斗 鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ

村上 昂大朗鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ

 

Ｄブロック

田中 羚旺 中野 創太 村田 慎之亮 森 謙太

田中 勘太郎 山口 稜太 笹嶋 建伸 西林 歩夢

田中 羚旺 SSG

田中 勘太郎SSG

中野 創太 ATHLEFORT

山口 稜太 ATHLEFORT

村田 慎之亮ロランインドア

笹嶋 建伸 ＳＳＧ

森 謙太 鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ

西林 歩夢 鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ
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小学生男子
Eブロック

近藤 真弘 三谷 航平 池口 昂汰 徳丸 旺児郎

小林 奏太 古市 慧伍 伊藤 颯太 熊崎 陽仁

近藤 真弘 IOB

小林 奏太 アクシズ

三谷 航平 ATHLEFORT

古市 慧伍 AHTLEFORT

池口 昂汰 SSG

伊藤 颯太 SSG

徳丸 旺児郎三重ＧＴＣ

熊崎 陽仁 三重ＧＴＣ

Fブロック

野村 颯 新谷 奏斗 重田 悠平

川北 新太 加藤 蒼良 辻 祈

野村 颯 ロランインドア

川北 新太 ロングウッド

新谷 奏斗 三重ＧＴＣ

加藤 蒼良 三重ＧＴＣ

重田 悠平 名張ロイヤルテニ
スクラブ

辻 祈 名張ロイヤルテニ
スクラブ
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小学生女子

森下 結葵 加納 彩夢 野村 京福 森本 菜友

天野 令捺 村上 莉音 服部 未奈 本保 咲

森下 結葵 三重ＧＴＣ

天野 令捺 三重ＧＴＣ

加納 彩夢 ATHLEFORT

村山 莉音 リッチヒル

野村 京福 SSG

服部 未奈 SSG

森本 菜友 オリンピアスポーツ
クラブ

本保 咲 オリンピアスポーツ
クラブ

Ｂブロック

服部 天寧 奥山 陽咲 玉村 優花里 淺井 莉彩

若菜 蘭 島村 芽衣 湯谷 心春 堀江 凛

服部 天寧 三重ＧＴＣ

若菜 蘭 三重ＧＴＣ

奥山 陽咲 ロランインドア

島村 芽衣 ロランインドア

玉村 優花里名張ロイヤルテニ
スクラブ

湯谷 心春 名張市TKC

淺井 莉彩 鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ

堀江 凛 鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ
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小学生女子
Ｃブロック

河西 唯香 浅野 七海 藤本 衣羽 長田 侑里奈

伊達 まどか伊藤 友瞳 松村 埜永 南 知里

河西 唯香 ロングウッド

伊達 まどかみさとテニス

浅野 七海 ATHLEFORT

伊藤 友瞳 AHTLEFORT

藤本 衣羽 三重ＧＴＣ

松村 埜永 伊賀ＴＡ

長田 侑里奈鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ

南 知里 鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ

 

Ｄブロック

成田 栞菜 ジョーンズ汀奈 芦田 碧 伊藤 樹里

堂場 美佑 上杉 詩乃 若菜 杏 山下 明香莉

成田 栞菜 ロングウッド鈴鹿

堂場 美佑 ロングウッド鈴鹿

ジョーンズ汀奈 ATHLEFORT

上杉 詩乃 ATHLEFORT

芦田 碧 三重ＧＴＣ

若菜 杏 三重ＧＴＣ

伊藤 樹里 鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ

山下 明香莉鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ
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小学生女子
Eブロック

森下 結有 小林 亜衣 片岡 あおい 出口 海結

中山 結菜 松岡 怜奈 大木 瑠那 畑山 楓空

森下 結有 鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ

中山 結菜 リンクス

小林 亜衣 三重ＧＴＣ

松岡 怜奈 桑名ＴＡ

片岡 あおい 三重ＧＴＣ

大木 瑠那 三重ＧＴＣ

出口 海結 SSG

畑山 楓空 SSG

小学生女子
Fブロック

南条 莉子 森下 日葵 玉村 優羽香 深澤 悠菜

太田 凛 斉木 望愛 伊藤 結悠 佐藤 舞依

南条 莉子 鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ

太田 凛 鈴鹿ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ

森下 日葵 三重ＧＴＣ

斉木 望愛 三重ＧＴＣ

玉村 優羽香名張ロイヤル
テニスクラブ

伊藤 結悠 名張ロイヤル
テニスクラブ

深澤 悠菜 アクシズ

佐藤 舞依 アクシズ
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小学生女子　トーナメント

森下 結葵 河西 唯香
天野 令捺 伊達 まどか
奥山 陽咲 6 6 加納 彩夢
島村 芽衣 5 0 3 6 村山 莉音
浅野 七海 6 3 南条 莉子
伊藤 友瞳 5 2 太田 凛
森下 結有 6 6 片岡 あおい

中山 結菜 6 1 大木 瑠那
森下 日葵 1 6 1 6 芦田 碧
斉木 望愛 3 6 若菜 杏
成田 栞菜 服部 天寧
堂場 美佑 若菜 蘭

森下 結葵  6-2 河西 唯香
天野 令捺 伊達 まどか

小学生男子　トーナメント

岡本 直也 寺本 光希
谷後 翔紀 松井 碧哉
河合 朔実 6 6 伊藤 悠真
中村 明日音 6 1 2 4 松岡 達海
牧野 晃弥 4 6 野村 颯
松本 蒼來 6 3 川北 新太
近藤 真弘 2 6 池口 昂汰
小林 奏太 6 2 伊藤 颯太
重田 悠平 4 6 6 6 田中 羚旺
辻 祈 4 2 田中 勘太郎

中野 創太 山川 蓮
山口 稜太 猪熊 虎之介

近藤 真弘  6-5 寺本 光希
小林 奏太 松井 碧哉

中学生男子　トーナメント

今村 優太 森下 修惟
永田 莉基 4 5 西林 悠飛
河北 源太 6 6 柏木 慈恵
吉田 朔 前川 航輝
竹下 慎一郎 後藤 叶翔
渡部 遼一郎 1 1 長谷川 拓音
野村 晴空 6 6  高橋 大悟
小林 蒼空  松岡 歩武

野村 晴空  W.O 柏木 慈恵
小林 蒼空 前川 航輝
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