
中学生男子
近藤 真弘 上村 海翔 杉立 悠真 猪熊 隆之介

寺本 光希 桂川 弘也 小倉 悠賢 ハシミ ウベード

近藤 真弘 オリンピアSC

寺本 光希 三重ＧＴＣ

上村 海翔 アスリフォート

桂川 弘也 アスリフォート

杉立 悠真 桑名TA

小倉 悠賢 桑名TA

猪熊 隆之介鈴鹿中等教育学校

ハシミ ウベード鈴鹿中等教育学校

Ｂブロック 中学生男子
宮崎 李斗 永田　 拓希 藤田 颯 猪熊 虎之介

脇田 樹 田中 大翔 藤井 崇汰 山田 督士

宮崎 李斗 ニックインドア

脇田 樹 ニックインドア

永田　拓希 アスリフォート

田中 大翔 アスリフォート

藤田 颯 三重ＧＴＣ

藤井 崇汰 三重ＧＴＣ

猪熊 虎之介鈴鹿中等教育学校

山田 督士 鈴鹿中等教育学校

Ｃブロック 中学生男子
伊藤 劉星 加藤 拓海 後藤 壱星 池本 大倭

中野 創太 後藤 安就 田中 星那 伊藤 悠真

伊藤 劉星 三重ＧＴＣ

中野 創太 三重ＧＴＣ

加藤 拓海 アスリフォート

後藤 安就 アスリフォート

後藤 壱星 常磐中学校

田中 星那 常磐中学校

池本 大倭 箕田塾

伊藤 悠真 箕田塾
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Ｄブロック 中学生男子
前田 慶次 池本 雄哉 服部 蒼汰 木村 駿斗

加藤 蒼良 鮫島 豪 田之上 悠人 矢田 琢実

前田 慶次 鈴鹿ジュニアチーム

加藤 蒼良 三重ＧＴＣ

池本 雄哉 IOB

鮫島 豪 三重ＧＴＣ

服部 蒼汰 アスリフォート

田之上悠人 四日市TA

木村 駿斗 三重ＧＴＣ

矢田 琢実 三重ＧＴＣ

Eブロック 中学生男子
小林 晴人 鈴木 滉矢 西村 悠希

練木 盛 深野 晴矢 香田 未來

小林 晴人 鈴鹿中等教育学校

練木 盛 鈴鹿中等教育学校

鈴木 滉矢 アスリフォート

深野 晴矢 アスリフォート

西村 悠希 ニックインドア

香田 未來 ニックインドア

Fブロック 中学生男子
寺原 侑希 木村 洋雄 廣田 優亜

野田 透羽 前岨 陽太 入江 志音

寺原 侑希 茨木テニスクラブ

野田 透羽 TEAM YONEZAWA

木村 洋雄 アスリフォート

前岨 陽太 アスリフォート

廣田 優亜 三重ＧＴＣ

入江 志音 三重ＧＴＣ

Gブロック 中学生男子
室井 悠斗 新 隼 後藤 宙

森 研志郎 中西 悠人 下原 大誠

室井 悠斗 リアンテニスクラブ

森 研志郎フリー

新 隼 伊賀TA

中西 悠人 伊賀TA

後藤 宙 常磐中学校

下原 大誠 アスリフォート

W/O

 0-4  4-1  1-1 2

 1-4  1-4  0-2 3

勝敗 得失点得失点差 順位

 4-0  4-1  2-0 1

 0-4  1-4

 2-4  4-1

順位

 4-2  4-0 1

 1-1 2

 0-2 3

得失点差勝敗 得失点

 2-0

勝敗 得失点

 1-4  1-4

 2-0 1

 0-2 3

得失点差 順位

3

 2-4  4-1

 4-1  4-2

 1-1 2

 0-4

2

得失点差 順位勝敗 得失点

 2-0

 1-1

 0-2

 1-4  4-1

 4-1  4-0

 1-4

1



Aブロック 中学生女子
小林 亜衣 西田 羅七 稲垣 さや夏尾崎 空琉

斎木 望愛 松岡 怜奈 髙橋 梓紗 森本 菜友

小林 亜衣 四日市TA

斎木 望愛 三重ＧＴＣ

西田 羅七 SSG

松岡 怜奈 三幸TT

稲垣 さや夏 三重ＧＴＣ

髙橋 梓紗 三重ＧＴＣ

尾崎 空琉 アスリフォート

森本 菜友 オリンピアSC

Bブロック 中学生女子
浅野 七海 内田 夕葵 中山 こころ松岡 杏心

磯崎 星来 橋川 笑奈 藤本 冴英 神田 唯良

浅野 七海 桑名TA

磯崎 星来 四日市TA

内田 夕葵 三重ＧＴＣ

橋川 笑奈 三重ＧＴＣ

中山 こころ アスリフォート

藤本 冴英 三重GTC

松岡 杏心 アクトス

神田 唯良 元気アップこもの

Cブロック 中学生女子
塩見 青 垣内 優花 水貝 楓

大羽 花菜 長谷川心菜 寺田 悠乃

塩見 青 アスリフォート

大羽 花菜 アスリフォート

垣内 優花 アスリフォート

長谷川心菜 三重GTC

水貝 楓 桑名TA

寺田 悠乃 三幸T.T
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 小学生男子
鈴木 晴 福井 儀春 桂 巧光 小長谷 斗真

徳丸 旺児郎 福西 陽向 山口 愛晴 吉田 銀河

鈴木 晴 三重ＧＴＣ

徳丸 旺児郎三重ＧＴＣ

福井 儀春 ATK  

福西 陽向 ATK  

桂 巧光 ロングウッド鈴鹿

山口 愛晴 四日市TA

小長谷斗真 桑名TA

吉田 銀河 桑名TA

Ｂブロック  小学生男子
宗 航平 新名 珠結平 苗村 旭人 小林　 正義

中島 悠翔 小西 大耀 松宮 楓 松田 昇明

宗 航平 三重ＧＴＣ

中島 悠翔 三重ＧＴＣ

新名 珠結平ロランインドア

小西 大耀 フリー

苗村 旭人 三重ＧＴＣ

松宮 楓 三重ＧＴＣ

小林　正義 鈴鹿ジュニアチーム

松田 昇明 鈴鹿ジュニアチーム

Ｃブロック  小学生男子
伊藤 颯太 服部 倖ノ助 上林 巧実 廣瀬 航平

伊藤 彩人 芦田 宗馬 岡本 幸大 笠井 浩大

伊藤 颯太 箕田塾

伊藤 彩人 三重ＧＴＣ

服部 倖ノ助 三重ＧＴＣ

芦田 宗馬 三重ＧＴＣ

上林 巧実 IFTC

岡本 幸大 IFTC

廣瀬 航平 SSG

笠井 浩大 SSG
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Ｄブロック  小学生男子
村上 昂大朗 宗 順成 福井 信導 隈元 崚次郎

山本 泰寿 小野 玄翔 朝比奈 世侑 鈴木 大和

村上 昂大朗鈴鹿ジュニアチーム

山本 泰寿 四日市TA

宗 順成 三重ＧＴＣ

小野 玄翔 三重ＧＴＣ

福井 信導 ATK  

朝比奈世侑 ATK  

隈元 崚次郎三重ＧＴＣ

鈴木 大和 三重ＧＴＣ

Eブロック  小学生男子
村木 一星 寺本 圭希 大川 琉ノ輔

吉本 大介 尾崎 椎名 枦山 慧哉

村木 一星 リアンテニスクラブ

吉本 大介 ATK  

寺本 圭希 三重ＧＴＣ

尾崎 椎名 三重ＧＴＣ

大川 琉ノ輔 四日市TA

枦山 慧哉 テニスラウンジ四
日市
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 小学生女子

奥山 陽咲 岸田 せい 増田 倖佳 赤塚 未來叶

朝比奈咲来 加藤 来見 園田 陽詩 島村 結衣

奥山 陽咲 リアンTC

朝比奈咲来 ATK  

岸田 せい 三重ＧＴＣ

加藤 来見 三重ＧＴＣ

増田 倖佳 アスリフォート

園田 陽詩 アスリフォート

赤塚 未來叶ロランインドア

島村 結衣 ロランインドア

Ｂブロック  小学生女子
大川 七愛 藤田 彩 大野 桃奈 坂梨 絢音

中村 葉音 柴田 妃菜 稲垣 茉莉 久保 美空

大川 七愛 四日市TA

中村 葉音 SSG

藤田 彩 三重ＧＴＣ

柴田 妃菜 三重ＧＴＣ

大野 桃奈 ニックインドア

稲垣 茉莉 ニックインドア

坂梨 絢音 パブリックTE

久保 美空 湖北JTC

Ｃブロック  小学生女子
山本 愛結 鈴木 夏菜 岡安 葵泉

積木 愛 村山 瑠里 梅田 乃々

山本 愛結 ロランインドア

積木 愛 フリー

鈴木 夏菜 三重ＧＴＣ

村山 瑠里 三重ＧＴＣ

岡安 葵泉 ロランインドア

梅田 乃々 フリー

Ｄブロック  小学生女子
菅原 碧衣 大平 実乃梨伊藤 香怜

藤田 月梛 川村 心結 鮎川 楓

菅原 碧衣 三重ＧＴＣ

藤田 月梛 三重ＧＴＣ

大平 実乃梨アスリフォート

川村 心結 アスリフォート

伊藤 香怜 四日市TA

鮎川 楓 桑名庭球倶楽部
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小学生女子　トーナメント

奥山 陽咲 山本 愛結
朝比奈 咲来 6 5 積木 愛
大川 七愛 1 6 増田 倖佳
中村 葉音 6 0 園田 陽詩
岡安 葵泉 2 6 大平 実乃梨

梅田 乃々 2 4 川村 心結
菅原 碧衣 6 6 坂梨 絢音
藤田 月梛 久保 美空

３位決定戦
菅原 　1-6 増田
藤田 園田

小学生男子　トーナメント

鈴木 晴 服部 倖ノ助

徳丸 旺児郎 6 芦田 宗馬
苗村 旭人 6 2 村木 一星
松宮 楓 3 0 吉本 大介
寺本 圭希 6 5 6 隈元 崚次郎

尾崎 椎名 6 1 6 鈴木 大和
伊藤 颯太 3 小長谷 斗真
伊藤 彩人 W/O 3 吉田 銀河
村上 昂大朗 6 新名 珠結平

山本 泰寿 小西 大耀

３位決定戦
鈴木 新名
徳丸 小西

中学生男子　トーナメント

近藤 真弘 池本 大倭
寺本 光希 6 伊藤 悠真
猪熊 虎之介 3 6 2 池本 雄哉
山田 督士 1 6 2 鮫島 豪
室井 悠斗 6 西村 悠希
森 研志郎 1 香田 未來
小林 晴人 2 2 6 寺原 侑希
練木 盛 2 6 6 野田 透羽
伊藤 劉星 6 新 隼
中野 創太 6 6 中西 悠人
木村 洋雄 1 0 上村 海翔
前岨 陽太 0 0 桂川 弘也
前田 慶次 6 6 宮崎 李斗

加藤 蒼良 脇田 樹

３位決定戦
室井 池本
森 伊藤
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中学生女子　トーナメント

小林 亜衣 水貝 楓
斎木 望愛 3 寺田 悠乃
松岡 杏心 6 尾崎 空琉
神田 唯良 5 森本 菜友
垣内 優花 6 浅野 七海
長谷川 心菜 磯崎 星来

３位決定戦
垣内 浅野
長谷川 磯崎
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