
第２２回サマージュニア大会 

主  催    鈴鹿テニス協会 

主  管    ＤＲＥＡＭ 

協  賛    ㈱ダンロップ 

特別協賛  AGF 鈴鹿（株） 

会  場    鈴鹿市営テニスコート 

日  時    令和３年７月２３日（金祝）２４日（土）７月３１日（土） 

予備日８月１日（日） 

ディレクター  伊藤 三雄 

レフェリー    平野 央 

アシスタント  林 恭史、林 雅之 

受付時間 

    令和３年７月２３日（金祝） 

      小学男子         全員８時４５分までに受付を終了すること 

小学女子      全員１０時１５分までに受付を終了すること 

        令和３年７月２４日（土） 

      中学男、女    全員８時４５分までに受付を終了すること 

     令和３年７月３１日（土） 

      残り試合     全員８時４５分までに受付を終了すること 

試合に関する注意事項 

① 予選リーグ４ゲーム先取（ノーアド）        

決勝トーナメント１セットマッチ（６－６後１２ポイントタイブレーク） 

② 試合前の練習はサービス４本とする 

③ 試合終了後は、両者が速やかに本部に結果を報告する 

④ メンバー変更は認めません 

⑤ 本大会はテニスウエアーを着用して下さい（Ｔシャツは不可） 

⑥ 天候による実施判断は、当日９時に会場にて行います 

⑦ ３位まで協会より表彰します。 

⑧ 消化しきれない場合は、後日ホームページにて日程を発表します。 

⑨ コロナウイルスへの対応として健康状態チェックシートの提出をお願いし

ます。（注意事項をお読みください） 

 

試合中の怪我、障害については応急手当、救急車の手配のみ行いますが、それ以外 

の責任は一切負いません。 

 

鈴鹿テニス協会ホームページ 

        http://suzuka-tennis-association.com/ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 本大会に関する問い合わせ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ＤＲＥＡＭ 林 恭史 ０７０－２２３３－０３８０ 

 

http://suzuka-tennis-association.com/


小学生男子予選ブロック

Aブロック
名前 小西 大耀 寺田 陽奏 田中 星那 廣田 優亜 勝敗 得失点 得失点差 順位

小西 大耀 IFTC

寺田 陽奏 SSG

田中 星那 アスリフォート

廣田 優亜 三重ＧＴＣ

Ｂブロック
名前 桂川 弘也 西田 優衣 井上 一輝 宮川 英治 勝敗 得失点 得失点差 順位

桂川 弘也 アスリフォート

西田 優衣 ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ

井上 一輝 IFTC

宮川 英治 三重ＧＴＣ

Ｃブロック
名前 枦山 敦哉 新名 珠結平 廣瀬 航平 熊崎 陽仁 勝敗 得失点 得失点差 順位

枦山 敦哉 ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ

新名 珠結平 ロランインドア

廣瀬 航平 SSG

熊崎 陽仁 三重ＧＴＣ

Ｄブロック
名前 中野 哲 後藤 安就 寺田 陽喜 加藤 蒼良 勝敗 得失点 得失点差 順位

中野 哲 ロランインドア

後藤 安就 アスリフォート

寺田 陽喜 SSG

加藤 蒼良 三重ＧＴＣ

Ｅブロック
名前 鈴木 晴 伊藤 旺祐 木村 洋雄 廣部 瑛介 勝敗 得失点 得失点差 順位

鈴木 晴 三重ＧＴＣ

伊藤 旺祐 四日市TA

木村 洋雄 アスリフォート

廣部 瑛介 IFTC



Ｆブロック
名前 水谷 優輝 西林 歩夢 宗 順成 前田 悠樹 勝敗 得失点 得失点差 順位

水谷 優輝 四日市TA

西林 歩夢 鈴鹿ジュニアチーム

宗 順成 アスリフォート

前田 悠樹 三重ＧＴＣ

Ｇブロック
名前 浅井 健斗 岡本 幸大 深野 晴矢 樋口 星来 勝敗 得失点 得失点差 順位

浅井 健斗 鈴鹿ジュニアチーム

岡本 幸大 IFTC

深野 晴矢 アスリフォート

樋口 星来 三重ＧＴＣ

Ｈブロック
名前 池口 昂汰 木村 逸希 上林 巧実 鈴木 滉矢 勝敗 得失点 得失点差 順位

池口 昂汰 SSG

木村 逸希 三重ＧＴＣ

上林 巧実 IFTC

鈴木 滉矢 アスリフォート

Ｉブロック
名前 近藤 蒼馬 宗 航平 髙松 勇哉 徳丸　旺児郎 勝敗 得失点 得失点差 順位

近藤 蒼馬 ＩＯＢ

宗 航平 アスリフォート

髙松 勇哉 ロランインドア

徳丸　旺児郎 三重ＧＴＣ

Ｊブロック
名前 伊藤 颯太 芦田 宗馬 山野 晴貴 服部 倖ノ助 勝敗 得失点 得失点差 順位

伊藤 颯太 箕田塾

芦田 宗馬 三重ＧＴＣ

山野 晴貴 鈴鹿ジュニアチーム

服部 倖ノ助 三重ＧＴＣ



Kブロック
名前 藤井 崇汰 山口 愛晴 桂 巧光 勝敗 得失点 得失点差 順位

藤井 崇汰 三重ＧＴＣ

山口 愛晴 四日市TA

桂 巧光 鈴鹿ジュニアチーム

Lブロック
名前 渡部 聡介 大川 琉ノ輔 前田 慶次 勝敗 得失点 得失点差 順位

渡部 聡介 三重ＧＴＣ

大川 琉ノ輔 四日市TA

前田 慶次 鈴鹿ジュニアチーム



小学生男子決勝トーナメント
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小学生女子予選ブロック

Aブロック
西田 羅七 山田 莉夢 山本 愛結 松本 愛海 勝敗 得失点 得失点差 順位

西田 羅七 SSG

山田 莉夢 アスリフォート

山本 愛結 ロランインドア

松本 愛海 ロングウッド鈴鹿

Bブロック
島村 結衣 原田 彩優心 伊藤 香怜 中村 葉音 勝敗 得失点 得失点差 順位

島村 結衣 ロランインドア

原田 彩優心 三重ＧＴＣ

伊藤 香怜 四日市TA

中村 葉音 SSG

Cブロック
藤本 衣羽 大川 七愛 前田 咲奈 河村 心結 勝敗 得失点 得失点差 順位

藤本 衣羽 三重ＧＴＣ

大川 七愛 四日市TA

前田 咲奈 SSG

河村 心結 アスリフォート

Dブロック
大川 結愛 畑山 楓空 大平 実乃梨 稲田 琴音 勝敗 得失点 得失点差 順位

大川 結愛 四日市TA

畑山 楓空 SSG

大平 実乃梨 アスリフォート

稲田 琴音 ロランインドア

Eブロック
増田 倖佳 小浜 結愛 岡安 葵泉 服部 心奈 勝敗 得失点 得失点差 順位

増田 倖佳 アスリフォート

小浜 結愛 ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ

岡安 葵泉 ロランインドア

服部 心奈 三重ＧＴＣ



Fブロック
本保 咲 加藤 来見 園田 陽詩 垣内 優花 勝敗 得失点 得失点差 順位

本保 咲 オリンピアsc

加藤 来見 三重ＧＴＣ

園田 陽詩 ロランインドア

垣内 優花 アスリフォート



小学生女子決勝トーナメント
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中学生男子予選ブロック

Aブロック
名前 藤田 悠生 上村 海翔 伊藤 巧真 岡安 奏和 勝敗 得失点 得失点差 順位

藤田 悠生 SSG

上村 海翔 アスリフォート

伊藤 巧真 三重ＧＴＣ

岡安 奏和 ロランインドア

Ｂブロック
名前 辻 颯介 小林 奏太 西林 悠飛 樋口 輝音 勝敗 得失点 得失点差 順位

辻 颯介 アスリフォート

小林 奏太 ロングウッド鈴鹿

西林 悠飛 鈴鹿ジュニアチーム

樋口 輝音 三重ＧＴＣ

Ｃブロック
名前 今村 優太 三宅 蒼翔 永田 拓希 苗村　栄汰 勝敗 得失点 得失点差 順位

今村 優太 ロングウッド鈴鹿

三宅 蒼翔 三重ＧＴＣ

永田 拓希 アスリフォート

苗村　栄汰 三重ＧＴＣ

Ｄブロック
名前 寺本 光希 伊藤 結音 齊木 宏太 勝敗 得失点 得失点差 順位

寺本 光希 三重ＧＴＣ

伊藤 結音 四日市TA

齊木 宏太 鈴鹿ジュニアチーム

Ｅブロック
名前 松田 健太郎 伊藤 悠真 伊藤 琉泉 勝敗 得失点 得失点差 順位

松田 健太郎 ＩＯＢ

伊藤 悠真 箕田塾

伊藤 琉泉 三重ＧＴＣ



中学生男子決勝トーナメント
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中学生女子予選ブロック

Aブロック
名前 宮﨑 和葉 近藤 愛莉 稲垣 さや夏 山野 史乃 勝敗 得失点 得失点差 順位

宮﨑 和葉 ATHLEFORT

近藤 愛莉 ＩＯＢ

稲垣 さや夏 三重ＧＴＣ

山野 史乃 鈴鹿ジュニアチーム

Ｂブロック
名前 神田 唯良 杉島 百花 加納 彩夢 河西 唯花 勝敗 得失点 得失点差 順位

神田 唯良 ＩＯＢ

杉島 百花 アスリフォート

加納 彩夢 四日市TA

河西 唯花 鈴鹿ジュニアチーム

Ｃブロック
名前 大羽 花菜 川瀬 日葵 磯崎 星来 榮 菜月 勝敗 得失点 得失点差 順位

大羽 花菜 アスリフォート

川瀬 日葵 みさとテニスクラブ

磯崎 星来 四日市TA

榮 菜月 鈴鹿ジュニアチーム



中学生女子決勝トーナメント
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