
中学生男子
古山 爽太 小林 晴人 山本 旺芽 新名 瑳佑介

小林 大晟 練木 盛 松岡 達海 坂倉 颯

古山 爽太 三重GTC

小林 大晟 四日市TA

小林 晴人 鈴鹿中

練木 盛 鈴鹿中

山本 旺芽 伊賀TA

松岡 達海 伊賀TA

新名 瑳佑介ロランインドア

坂倉 颯 ラウンジ津

Ｂブロック 中学生男子
宮崎 李斗 小林 奏太 藤巻 和馬 森 研志郎

脇田 樹 松本 蒼來 河田 流碧 伊藤 劉星

宮崎 李斗 ニックインドア

脇田 樹 ニックインドア

小林 奏太 鈴鹿中

松本 蒼來 桑名TA

藤巻 和馬 桑名TA　

河田 流碧 桑名TA

森 研志郎三重GTC

伊藤 劉星 三重GTC

Ｃブロック 中学生男子
寺本 光希 猪熊 虎之介 藤田 颯 上村 海翔

近藤 真弘 山田 督士 矢田 琢実 永田 拓希

寺本 光希 三重グリーン

近藤 真弘 オリンピア

猪熊 虎之介鈴鹿中

山田 督士 鈴鹿中

藤田 颯 三重GTC

矢田 琢実 三重GTC

上村 海翔 アスリフォート

永田 拓希 アスリフォート
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Ｄブロック 中学生男子
   西野 仁貴 斎木 宏太 猪熊 隆之介 西村 悠希

   岩間 庵莉 内藤 優海 ハシミ ウベード香田 未來

西野 仁貴 ニックインドア

岩間 庵莉 リアンテニスクラブ

斎木 宏太 鈴鹿ジュニア

内藤 優海 鈴鹿ジュニア

猪熊 隆之介鈴鹿中

ハシミ ウベード鈴鹿中

西村 悠希 ニックインドア

香田 未來 ニックインドア

Eブロック 中学生男子
岡本 琉生 三宅 蒼翔 伊藤 悠真

室井 悠斗 髙橋 勇真 池本 大倭

岡本 琉生 ニックインドア

室井 悠斗 リアンテニスクラブ

三宅 蒼翔 三重GTC

髙橋 勇真 オリンピアSC

伊藤 悠真 箕田塾

池本 大倭 オープン

中学生女子
天野 令捺 伊藤 友瞳 西森 美紘 磯崎 星来

成田 栞菜 ジョーンズ 汀奈 林 ちひろ 森本 菜友

天野 令捺 四日市ＴA

成田 栞菜 ロングウッド鈴鹿

伊藤 友瞳 アスリフォート

ジョーンズ汀奈 アスリフォート

西森 美紘 鈴鹿中等教育学校

林 ちひろ 鈴鹿中等教育学校

磯崎 星来 四日市TA

森本 菜友 オリンピアスポーツクラブ
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Ｂブロック 中学生女子
中久木陽奈 水貝 楓 渥美 百華 日美 姫乃

伊東 美湊 横井 希風 別所 優羽香矢部 遥香

中久木陽奈 ニックインドア

伊東 美湊 伊賀TA

水貝 楓 桑名TA　

横井 希風 桑名TA

渥美 百華 鈴鹿中等教育学校

別所 優羽香鈴鹿中等教育学校

日美 姫乃 三重GTC

矢部 遥香 三重GTC

Cブロック 中学生女子
花井 さくら 加藤 百華 南条 莉子 浅野 七海

堂場 美佑 国分 理沙 佐藤 舞依 湯谷 心春

花井 さくら 桑名TA　　

堂場 美佑 リアンテニスクラブ

加藤 百華 鈴鹿中等教育学校

国分 理沙 鈴鹿中等教育学校

南条 莉子 鈴鹿ジュニア

佐藤 舞依 プリンス

浅野 七海 桑名TA

湯谷 心春 ATK　　
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　 小学生男子
木村 逸希 小西 大耀 桂川 弘也 小倉 悠賢

加藤 蒼良 廣部 瑛介 田中 星那 青山 日

木村 逸希 三重GTC

加藤 蒼良 三重GTC

小西 大耀 IFTC

廣部 瑛介 IFTC

桂川 弘也 アスリフォート

田中 星那 アスリフォート

小倉 悠賢 桑名TA　

青山 日 桑名TA

Ｂブロック 　 小学生男子
山本 泰寿 岡本 幸大 後藤 安就 新 隼

鈴木 晴 井上 一輝 木村 洋雄 椎葉 涼晴

山本 泰寿 三重GTC

鈴木 晴 三重GTC

岡本 幸大 IFTC

井上 一輝 IFTC

後藤 安就 アスリフォート

木村 洋雄 アスリフォート

新 隼 伊賀TA

椎葉 涼晴 伊賀TA

Ｃブロック  小学生男子
隈元 航太郎 鈴木 滉矢 福井 儀春 伊藤 颯太

中村 明日音 尾﨑 椎名 福西 陽向 伊藤 彩人

隈元 航太郎三重GTC

中村 明日音SSG

鈴木 滉矢 アスリフォート

尾﨑 椎名 アスリフォート

福井 儀春 名張市テニス協会クラブ

福西 陽向 名張市テニス協会クラブ

伊藤 颯太 箕田塾

伊藤 彩人 オープン
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Ｄブロック  小学生男子
徳丸 旺児郎 菅野 和真 伊藤 敦生 吉本 大介

淺井 健斗 廣瀬 航平 深野 晴矢 福井 信導

徳丸 旺児郎三重GTC

淺井 健斗 鈴鹿ジュニア

菅野 和真 SSG

廣瀬 航平 SSG

伊藤 敦生 アスリフォート

深野 晴矢 アスリフォート

吉本 大介 名張市テニス協会クラブ

福井 信導 名張市テニス協会クラブ

Eブロック  小学生男子
新名 珠結平 松岡 空音 寺原 侑希 宗 航平

髙松 勇哉 石田 悠貴 池本 雄哉 小野 玄翔

新名 珠結平 ロランインドア

髙松 勇哉 ロランインドア

松岡 空音 三重GTC

石田 悠貴 三重GTC

寺原 侑希 桑名TA　

池本 雄哉 オリンピアSC

宗 航平 アスリフォート

小野 玄翔 三重GTC

Fブロック  小学生男子
冨永 醐跡 寺本 圭希 宗 順成 前田 慶次

小長谷斗真 芦田 宗馬 田中 昊宇 村上 昂大朗

冨永 醐跡 桑名TA　

小長谷斗真 桑名TA

寺本 圭希 三重GTC

芦田 宗馬 三重GTC

宗 順成 アスリフォート

田中 昊宇 アスリフォート

前田 慶次 鈴鹿ジュニア

村上 昂大朗 鈴鹿ジュニア
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Gブロック  小学生男子
渡部 聡介 鈴木 大和 枦山　 敦哉

永井 伶 隈元 崚次郎 西田 優衣

渡部 聡介 三重GTC

永井 伶 オリンピアSC

鈴木 大和 三重GTC

隈元 崚次郎三重GTC

枦山　敦哉 テニスラウンジ

西田 優衣 テニスラウンジ

Hブロック ４番コート 小学生男子
西林　　歩夢 寺田 陽奏 伊藤 旺祐

熊沢 陽仁 寺田 陽喜 水谷 優輝

西林　　歩夢 鈴鹿ジュニア

熊崎 陽仁 三重GTC

寺田 陽奏 SSG

寺田 陽喜 SSG

伊藤 旺祐 四日市TA

水谷 優輝 四日市TA
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 小学生女子

島村 芽衣 山田 莉夢 稲垣 茉莉 岸田 せい

片岡 あおい 垣内 優花 大野 桃奈 加藤 来見

島村 芽衣 ロランインドア

片岡 あおい 三重GTC

山田 莉夢 アスリフォート

垣内 優花 アスリフォート

稲垣 茉莉 ニックインドア

大野 桃奈 ニックインドア

岸田 せい 三重GTC

加藤 来見 三重GTC

Ｂブロック  小学生女子
伊東 志 前田 咲歩 松岡 千遥 長谷川凜

朝比奈咲来 藤田 彩 松本 愛海 中村 美空

伊東 志 伊賀TA

朝比奈咲来 ATK

前田 咲歩 三重GTC

藤田 彩 三重GTC

松岡 千遥 ロランインドア

松本 愛海 ロングウッド鈴鹿

長谷川凜 桑名TA　

中村 美空 桑名TA

Ｃブロック  小学生女子
上杉 詩乃 河村 心結 山本 愛結 大川 結愛

藤本 衣羽 大平 実乃梨稲田 琴音 畑山 楓空

上杉 詩乃 三重GTC

藤本 衣羽 三重GTC

河村 心結 アスリフォート

大平 実乃梨アスリフォート

山本 愛結 ロランインドア

稲田 琴音 ロランインドア

大川 結愛 四日市TA

畑山 楓空 SSG
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Ｄブロック  小学生女子
岡安 葵泉 服部 心奈 大川 七愛

島村 結衣 菅原 碧衣 中村 葉音

岡安 葵泉 ロランインドア

島村 結衣 ロランインドア

服部 心奈 三重GTC

菅原 碧衣 三重GTC

大川 七愛 四日市TA

中村 葉音 SSG
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小学生女子　トーナメント

島村 芽衣 上杉 詩乃
片岡 あおい  6-0 藤本 衣羽
松岡 千遥  6-5 岸田 せい
松本 愛海  6-0 加藤 来見
大川 結愛  6-2 岡安 葵泉
畑山 楓空  6-0 島村 結衣
大川 七愛  6-0 伊東 志
中村 葉音 朝比奈 咲来

小学生男子　トーナメント

木村 逸希  隈元 航太郎

加藤 蒼良  6-1  6-0 中村 明日音

新 隼 桂川 弘也
椎葉 涼晴  6-3  6-2 田中 星那
伊藤 颯太  伊藤 旺祐
伊藤 彩人  6-4  6-2 水谷 優輝
西林　　 歩夢 前田 慶次
熊崎 陽仁  6-3  6-2 村上 昂大朗

寺原 侑希  渡部 聡介
池本 雄哉  6-1  6-2 永井 伶
鈴木 大和 菅野 和真
隈元 崚次郎  6-3 廣瀬 航平
冨永 醐跡   6-1 新名 珠結平

小長谷 斗真  6-5 髙松 勇哉
徳丸 旺児郎  6-1 山本 泰寿
淺井 健斗 鈴木 晴

中学生男子　トーナメント

古山 爽太 寺本 光希
小林 大晟  6-0  6-3 近藤 真弘
宮崎 李斗 山本 旺芽
脇田 樹  6-2 松岡 達海
猪熊 虎之介  6-2  6-1 斎木 宏太
山田 督士 内藤 優海
伊藤 悠真  6-1 三宅 蒼翔
池本 大倭  6-1 髙橋 勇真
西野 仁貴  6-2 小林 奏太
岩間 庵莉 松本 蒼來

中学生女子　トーナメント

天野 令捺 花井 さくら
成田 栞菜 堂場 美佑
日美 姫乃  6-4 伊藤 友瞳
矢部 遥香  6-2 ジョーンズ 汀奈
南条 莉子 中久木 陽奈
佐藤 舞依 伊東 美湊
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