
日　程

　男子シングルス QFまで 　女子シングルス Fまで

1 ～ 50 1 ～ 26

　男子ダブルス Ｆまで 　女子ダブルス Ｆまで

1 ～ 29 1 ～ 14

　男子シングルス Fまで

残り

※　時間には余裕を持ってお越しください。

注意事項

1 試合の中止等の判断は、当日 9：00 に会場にて行います。

・3/18（土）が雨天中止の場合は、3/25（土）に行います。

・3/19（日）が雨天中止の場合は、3/26（日）に行います。

・3/18（土）・19（日）とも雨天中止の場合は、シングルスを3/25（土）に、ダブルスを3/26（日）に

行います。

2 試合は、放送にてコールします。速やかに試合のできる準備をしてください。

3 試合は全て１セットマッチ（6オール12ポイントタイブレーク方式）とします。

※ただし、試合の進行状況により変更する場合があります。

4 男子シングルスは、初日ＱＦまで行う予定ですが、進行状況により Ｆまで行う場合があります。

5 試合は全てセルフジャッジで行います。

6 試合前の練習は、サービス４本のみとします。

7 勝者が，試合結果を本部に届けてください。

8 ボールは３試合程度使用します。

9 試合はテニスウェアを着用すること。（Ｔシャツは不可）

《大会に関する問合せ先》

※ 領収書の必要な団体は、当日本部までお申し出ください。

※ ごみは各自で必ず持ち帰ってください。

第４７回鈴鹿テニス選手権大会ジュニアの部　試合要領

鈴鹿市立テニスコート東側　（人工芝6面）

3／18
(土) 9:00 10:30

3／25
（土）

3／26
（日）

9:00 9:00

3／19
（日）

 鈴鹿テニス協会運営委員会　（川出）

携帯℡　090-2138-7281

予備日

9:00



1R 2R 2R 1R

3R 3R

QF QF

SF SF

鈴鹿ジュニア 5025 鈴木　晴 三重GTC 淺井　健斗

白子高校 48

24 近藤　蒼馬 SSG 山本　迅一郎

23 田中　星那 四日市TA 清水　咲人

三重GTC 49

45

伊藤　彩人 三重GTC

44

22 桂川　弘也 アスリフォート 藤井　崇汰 三重GTC 47

永田　拓希 アスリフォート 4621

19 西林　歩夢 鈴鹿ジュニア 松宮　　 楓 三重GTC

20 室井　悠斗 IOB 伊藤　悠真 箕田塾

17 廣田　優亜 三重GTC 水谷　優輝 四日市TA 42

18 池本　雄哉 箕田塾 中村　明日音 キートス 43

16 三浦　拓人 白子高校 廣瀬　航平 SSG 41

後藤　大空 白子高校 40

14 熊谷　宗一郎 鈴鹿高専 太田　浩士朗 楠スポーツクラブ

15 加藤　蒼良 三重GTC

39

13 松田　健太郎 箕田塾 鈴木　大雅 三重GTC 38

宗　　 航平 三重GTC 3712 木村　駿斗 三重GTC

11 兼浦　正樹 白子高校 36

35

松本　蒼来 四日市TA

9 藤田　颯 三重GTC 村上　昂大朗 鈴鹿ジュニア 34

10 山口　愛晴 四日市TA 川出　結仁 SSG

8 寺田　陽奏 SSG 伊藤　颯太 箕田塾 33

徳丸　旺児郎 三重GTC 32

6 前田　慶次 鈴鹿ジュニア 前田　奏葉 白子高校

7 前岨　陽太 アスリフォート

31

30

三重GTC 294 苗村　旭人 三重GTC 矢田　琢実

F

3 川口　幸之助 SSG 池本　大倭 箕田塾 28

5 桂　　 巧光 ロングウッド鈴鹿 菅野　和真 SSG

第４７回鈴鹿テニス選手権大会ジュニアの部　【男子シングルス】

1 伊藤　劉星 三重GTC 山本　泰寿 四日市TA

2 林 　　祐介 白子高校

26

木村　逸希 三重GTC 27



1R 2R 2R 1R

QF QF

SF SF

2613 尾﨑　空琉 三重GTC 磯崎　星来 四日市TA

24

12 大川　七愛 四日市TC 三村　歩央 ロランインドア 25

11 加藤　来見 三重GTC松岡　怜奈 GOGOクラブ

10 倉本　和香 白子高校 谷口　歩優 鈴鹿高専 23

9 稲垣　さや夏 三重GTC 垣内　優花 アスリフォート 22

鈴鹿ジュニア 20

8 松岡　千遥 ロランインドア

7 西田　羅七

藤田　　 彩 三重GTC 21

大羽　花菜 アスリフォート

6 岸田　せい 三重GTC

17

5 橋川　笑奈 三重GTC 藤田　月梛

吉田　百花 鈴鹿高専 19

三重GTC 18

4 藤本　衣羽 四日市TC 前田　咲奈 SSG

三重GTC 15

3 柴田　妃菜 三重GTC 松本　愛海 四日市TA 16

2 中村　葉音 キートス
F

鈴木　夏菜

第４７回鈴鹿テニス選手権大会ジュニアの部　【女子シングルス】

1 牧野　史夢 鈴鹿高専 林　　　なつみ 鈴鹿庭球塾 14



1R 2R 2R 1R

伊藤　劉星 三重GTC 3R 3R 鈴木　　 晴 三重GTC
室井　悠斗 三重GTC QF QF 徳丸　旺児郎 三重GTC
桂川　弘也 アスリフォート SF SF 三浦　拓人 白子高校
田中　星那 四日市TA 兼浦　正樹 白子高校
藤田　 　颯 三重GTC 木村　逸希 三重GTC
藤井　崇汰 三重GTC 熊崎　陽仁 三重GTC
林　　 祐介 白子高校 上村　海翔 アスリフォート
前田　奏葉 白子高校 水谷　優輝 四日市TA
前田　慶次 鈴鹿ジュニア 西林　歩夢 鈴鹿ジュニア
鮫島　　 豪 三重GTC 西林　悠飛 IOB
鈴木　大雅 三重GTC 木村　駿斗 三重GTC
田沢　蒼登 四日市TA 山本　迅一郎 三重GTC
松田　健太郎 箕田塾 熊谷　宗一郎 鈴鹿高専
池本　雄哉 IOB 樋口　温哉 鈴鹿高専
川北　新大 四日市TA 後藤　大空 白子高校
野村　　 颯 IOB 清水　咲人 白子高校
廣瀬　航平 SSG 村上　昂大郎 鈴鹿ジュニア
川口　幸之助 SSG 宗　　 航平 三重GTC
山口　愛晴 四日市TA 苗村　旭人 三重GTC
桂　　 巧光 ロングウッド鈴鹿 松宮　　 楓 三重GTC
隈元　航太郎 三重GTC 寺田　陽奏 SSG
酒井　涼太郎 伊賀TA 近藤　蒼馬 SSG
伊藤　颯太 箕田塾 廣田　優亜 三重GTC
伊藤　彩人 三重GTC 入江　志音 三重GTC
永田　拓希 アスリフォート 後藤　安就 アスリフォート
木村　洋雄 アスリフォート 永井　　 怜 オリンピア
芦田　宗馬 三重GTC 池本　大倭 箕田塾
服部　倖ノ助 三重GTC 伊藤　悠真 箕田塾
淺井　健斗 鈴鹿ジュニア
山本　泰寿 四日市TA

1R 2R 2R 1R

松本　愛海 四日市TA SF SF 大川　七愛 四日市TA
松岡　千遙 ロランインドア 山本　愛結 ロランインドア
加藤　来見 三重GTC 菅原　碧衣 三重GTC
岸田　せい 三重GTC 藤田　月梛 三重GTC
前田　咲奈 SSG 藤田　 　彩 三重GTC
笠井　香江奈 SSG 柴田　妃菜 三重GTC
藤本　衣羽 四日市TA 磯崎　星来 四日市TA
上杉　詩乃 三重GTC 松岡　杏心 四日市TA
稲垣　さや夏 三重GTC 垣内　優花 アスリフォート
林　　 なつみ 鈴鹿庭球塾 大羽　花菜 アスリフォート
大平　実乃梨 三重GTC 尾﨑　空琉 三重GTC
河村　心結 三重GTC 内田　夕葵 三重GTC
西田　羅七 鈴鹿ジュニア 齋木　望愛 三重GTC
松岡　怜奈 GOGOクラブ 小林　亜衣 四日市TA

14 29

4 11

3 10

2 9

13 28

15

1 8
F

第４７回鈴鹿テニス選手権大会ジュニアの部　【女子ダブルス】
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第４７回鈴鹿テニス選手権大会ジュニアの部　【男子ダブルス】
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