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第11回 各務原オープンジュニアテニストーナメント

[競技⽅法]
1.JTAルールによるセルフジャッジトーナメント
2.各試合は、決勝まですべて1セットマッチ(6-6後、7ポイントタイブレーク)、
　ノーアドバンテージ⽅式
3.試合前のウォーミングアップは、サービス4本のみです。
4.試合の勝者は、直ちにスコアを本部に届けてください。

[使⽤球]
ブリヂストンXT-8　2球(敗者持ち帰り)
※⼩学⽣低学年はグリーンボールを使⽤します。

[注意事項]
1.時間厳守。受付時刻(出席受付締め切り時刻表参照)までに、テニスのできる服装に着替えて
　本⼈が本部に出席を届けてください。遅刻は棄権とみなします。
2.服装はJTAルールに基づいたものを着⽤してください。
　ウォームアップの着⽤を認めます。⾊の規制はありません。ロゴの規制がありますので、
　注意してください。
3.選⼿及び⼤会の役員以外はコートへの⽴⼊を禁⽌します。
4.競技中の選⼿へのアドバイス・ジャッジへの介⼊は、ルール違反です。
　そのような⾏為が認められた場合は、その選⼿を失格とします。

[マナー]
会場を提供していただいた施設の⽅に迷惑をかけないようにしましょう。
会場のゴミの処理は各⾃で責任を持ってください。(ゴミは必ず持ち帰りましょう)

[傷害]
試合中に発⽣した傷害について、応急処置はしますが、それ以降の責任は負いません。

[その他]
1.天候・試合の進⾏状況などの事情により変更がある場合があります。本部の指⽰に
　従ってください。
2.悪天候時における当⽇の試合の有無については、各⾃直接試合会場にて確認してください。
　電話による問い合わせは代表者に限り受け付けます。延期等は会場にその旨を掲⽰します。

[連絡先]
渡辺 淳司 Tel : 090 - 3951 - 5295



第11回 各務原オープンジュニアテニストーナメント

⼩学⽣男⼦ ⼩学⽣⼥⼦ ⼩学⽣低学年
男⼦

⼩学⽣低学年
⼥⼦

中学 ・ ⾼校⽣
男⼦

中学 ・ ⾼校⽣
⼥⼦

7:50   1R   2,3
  2R   4 - 33   1R    2 - 38

8:20 2R   34 - 65 1R    41 - 78

8:45  2R 1, 66 - 97   1R    81 - 105

9:30 2R  98 - 129   2R   1 - 66

10:00 以降Final
まで 2R  67 - 106

10:30    1R    全員 以降Final
まで

11:00 2R   1 - 33

11:30 2R  34 - 67

12:00 以降Final
まで 1R  2 - 26 1R  2,3   24,25

33,34

12:30 1R  29 - 53 1R  2 - 25 2R    全員

13:00 2R    全員 2R    全員 以降Final
まで

13:30 以降Final
まで

以降Final
まで

   !  駐⾞場が⼗分にありませんので、可能な限り乗り合わせてお越し下さい。

   [ 出 席 受 付 締 切 時 刻 表 ] 

1/21(⽇) 1/28(⽇)時間
共通

予備⽇︓ 2/4(⽇)、2/11(⽇)



第11回 各務原オープンジュニアテニストーナメント
中学・⾼校⽣ 男⼦シングルス -1-

1R 2R 3R 4R QF QF 4R 3R 2R 1R
27

2

(ＷｉＭ岐⾩)

4 伊藤玲⾳ (岐⾩ITC) 苅⾕颯⽃

磯⾕怜 (岐⾩⾼専)

1 ⼭中朝陽 (鈴⿅ジュニアチーム)岩⽥幸太郎

岡野史哉 (岐⾩⾼専) 29

⾼⽥朋弥 (TA-NOBU) 31

34

32

(ＷｉＭ岐⾩)

(チームウェルネス) 森亮輔 (関⾼校)

33

6 中村空⾳ (インドアテニス⼀宮)

3 ⿅島喬⽃ (⻑森中学校)

28

5

30

7 沢⽥佳典

⽊村尚哉 (岐⾩⾼校)

⽊村奏太

8 五⼗嵐陸翔 (TEAM VOICE) 奥⽥利貴 (S.J.C)

(TA-NOBU) ⼩野⽊健⼆ (岐⾩⾼校)

(レイクTA) 林誠也 (岐⾩⾼専)

(各務原⾼校) 前川優守 (NAS)

36

9 鈴⽊歩

(各務原⾼校) 林佳⽣ (HIDE　TA) 39

12 中川航洋 (岐⾩ITC) ⻄脇颯太 (各務原⾼校) 38

13 前⽥真志

11 池⼾良来 (郡上市テニス協会) ⼭下陽平 (関⾼校) 37

35

10 坂達⼆

25

50

51

52

⻘⽊佑⽃ (TA-NOBU)

伊藤啓太

丸井優希

⼸削颯太

⽊村拡夢

浅井暢⽃26

(岐⾩⾼専)

(岐⾩⻄テニスクラブ)(名古屋LTC)

(関⾼校)

川名部雅治

15 藤本博⽂ (三和テニススクール) ⾼⽊俊輔 (各務原⾼校) 41

(岐⾩⾼専) 間宮友稀 45

18 増⽥真宙 (各務原⾼校)

42

(岐⾩⾼専)

19 藤原悠真

SF

(各務原⾼校)

44(ＷｉＭ岐⾩)

17 永⽥広⼤ (インドアテニス⼀宮) 伊藤我空

(HIDE　TA)

43

16 ⼩嶋涼⽃ (各務原⾼校) 滝藤滉太 (⽊曽川LTC)

20 座⾺陸

14 村⽥英夢 (⽊曽川LTC) ⻘⼭國⼠ (⽩川町テニス連盟) 40

脇原⼤明 各務祥平 (⽩川町テニス連盟)23 49(岐⾩⻄テニスクラブ)

24 (⼤野TC)

(ＷｉＭ岐⾩) 宮園晃平 46

22 ⼭⽥佳⽣ (郡上市テニス協会) 福⻄優⽃ (各務原⻄⾼校) 48

21 森春⽃ (フェスタTC) 古川正基 (岐⾩⾼校) 47



第11回 各務原オープンジュニアテニストーナメント
中学・⾼校⽣ 男⼦シングルス -2-

1R 2R 3R 4R QF QF 4R 3R 2R 1R

F

58 荒⽊華之琉 (TEAM KOMADA) 丹⽻駿介 (ＷｉＭ岐⾩) 85

57 古⽥牧太郎 (関⾼校) 薫⽥裕登 (各務原⾼校) 84

纐纈晟留 (岐⾩ITC) 87

59 後藤希⽣ (岐⾩⻄テニスクラブ) 奥村祥之 (岐⾩⾼校) 86

60 新開⼀史

53 伊神航介 (Team遊ing) 可児優希 (HIDE TA) 80

56 今井慎太朗 (⽩川町テニス連盟) 森島啓巨 (⻑森中学校) 83

55 筑紫昴太 (TEAM VOICE) 川島健慎 (K'sTC) 82

54 渕上陽平 (ＷｉＭ岐⾩) 酒井裕⽣ (各務原⻄⾼校) 81

(岐⾩⾼校)

62 瀬古⼤智 (岐⾩⾼専) 河尻旺弥⼈ (MAMOクラブ) 89

61 宮階拓真 (各務原⻄⾼校) ⻲⼭幸聖 (チームウェルネス) 88

64 ⽵内優希 (ロングウッド) 東利樹 (アイエヌオー) 91

63 ⽜尾颯⼈ (S.J.C) 佐々⽊駿介 (CANNON-BALL) 90

66 座⾺⼤ (ＷｉＭ岐⾩) 河野聖太郎 (TA-NOBU) 93

65 須賀友希 (各務原⾼校) ⻑⾕川雄⼀郎(各務原⾼校) 92

SF

佐野⻯星 (岐南⼯業⾼校)

68 吉⽥光希 (Team遊ing) ⽊村⼀都 (h2エリートTA) 95

67 北野旦陽 (S.J.C) 堤広志郎 (岐⾩⾼専) 94

69 松本啓吾 (岐⾩ITC)

70

74 五藤康介 (各務原⾼校) 101

79 伊藤俊太朗

75 安部祐季 (インドアテニス⼀宮) 102

(TA-NOBU)

76

77

78

岡本⼤輝

⽮島悠暉

村⽥歩宇優

(岐⾩⾼専)

(ＷｉＭ岐⾩)

(各務原⻄⾼校)

103

此島洋太 (郡上市テニス協会)

古林海⼈ (松原庭球倶楽部)

若原波⾳ (若鳩ITC)

江崎⿓ (岐⾩⾼校)

⼩寺利英 (各務原⾼校) 97

100

⽔野瑛太 (ツクル~Team kei~) 99

淺野修⼀朗 (岐⾩⾼校) 98

⻲⾕尚央 (チームウェルネス) 96

73 後藤遼祐 (関⾼校)

72 ⽥辺太志 (MAMOクラブ)

71 中島聖 (チームウェルネス)

104

105

106下村勇貴 (関⾼校)

中野雄貴 (ＷｉＭ岐⾩)

滝本康平 (岐⾩⾼専)



第11回 各務原オープンジュニアテニストーナメント
中学・⾼校⽣ ⼥⼦シングルス

1R 2R 3R QF SF SF QF 3R 2R 1R

⼩学⽣低学年 ⼥⼦シングルス

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

9 坂元結⾐ (FKクラブ) ⻘⽊陽菜 (CANNON-BALL)

13 丹⽻莉⼦ (HIDE TA) 榊梨沙 (チェリーTC) 26

11 ⼤脇あこ (Team遊ing) 中村朱⾥ (岐⾩⻄テニスクラブ) 24

12 岡村愛梨 (S.J.C) 藤⽥華歌 (郡上市テニス協会) 25

22

10 安藤⾹都 (CANNON-BALL) 荒川絢⾳ (ＷｉＭ岐⾩) 23

6 伊藤布美⾹ (ミニッツ岐⾩) 坂元七海 (パブリックTE) 19

7 上野ちひろ (⽊曽川LTC) 駒⽥唯⾐ (⽊曽川LTC) 20

8 渡辺明佳⾥ (チームウェルネス) ⽥中満理 (SCアクトス) 21

4 村上英⾥依 (春⽇井PTC) 細⽥杏莉 (Tips) 17

5 伊藤柚葉 (レイクTA) 安江凛⼼ (三和テニススクール) 18

F

2 和⽥奈菜世 (岐⾩ITC) ⽵⼭楓恋 (レイクTA) 15

3 ⼤⼝⼼優 (TEAM KOMADA) 松林光希 (FKクラブ) 16

⻑瀬愛花 (三和テニススクール) 35

1 ⽊村⼼優 (岐⾩⻄テニスクラブ) 深尾友理 (HIDE TA) 14

2 久保葉⽉ (⻑森中学校) 三島黎空 (ＷｉＭ岐⾩)

岡⽥陽愛 (クラブSG)

(岐⾩⻄テニスクラブ)

3 三輪愛佳 (⾦城学院中学校) ⻘⼭萌々⼦ (関⾼校)

1 有⿅桃 (岐⾩⻄テニスクラブ) 岩⽥彩⽔

4 ⼩野⽊萌⾹

13 古⽥楓

湯本そら (TEAM VOICE)

21

(ＷｉＭ岐⾩)

(S.J.C)

(FKクラブ)

(S.J.C)

(三和テニススクール) 河野⽇和 (TA-NOBU)

5 深尾初⾳
辻悠花 (関⾼校)

(ＷｉＭ岐⾩)

F
9

10

11

12

22

23

24

25

30

3114 ⼭⽥咲那 (ツクル~Team kei~)

8 浅井珠結

三島梨央佳 (ＷｉＭ岐⾩)

横⽥帆⾹ (インドアテニス⼀宮)

7 ⼩野⽊笑花
6 後藤真尋

藤島栞奈

17 向⼭実来 (S.J.C) 瀧本彩乃

18

(クラブSG)

(アドバンス)

(関⾼校)

(⽊曽川LTC)

佐部利祐良
近藤春奈
⻄部みらい
河⽥更紗

20

(チームウェルネス)

19

(フェスタTC)

久世⼀姫
奥村朋⾹
前⽥⽇和
澤⽥実⾥

26

27

28

29

(S.J.C)

(クラブSG)

(インドアテニス⼀宮)

(関⾼校) 34

15 七熊和歌 (クラブSG) 辻真歩 (レイクTA) 32

16 ⼤⻄結菜 (チームウェルネス) ⼤野鈴 (岐⾩⻄テニスクラブ) 33



第11回 各務原オープンジュニアテニストーナメント
⼩学⽣ 男⼦シングルス -1-

1R 2R 3R 4R 5R QF QF 5R 4R 3R 2R
1 ⽔野惺⽮ (ＷｉＭ岐⾩) 北川倖輔 (さかいジュニア) 34

3 津原哩⽉ (ミニッツ岐⾩) ⻄川舜也 (インドアテニス⼀宮) 36

2 渡辺晴⼰ (チームウェルネス) 梅⽥隆之介 (CANNON-BALL) 35

5 越⾕哩 (三和テニススクール) 鈴⽊啓太 (ＷｉＭ岐⾩) 38

4 楯和真 (FKクラブ) 橋本拓也 (Team遊ing) 37

7 脇原⼤幸 (岐⾩⻄テニスクラブ) 神崎晴彦 (⽊曽川LTC) 40

6 脇本亜柚夢 (Team遊ing) 市原颯 (ロングウッド) 39

9 ⼤畑遥之介 (郡上市テニス協会) 岡島昊⼤ (湖北ジュニアTC) 42

8 本⽥拓帆 (ロングウッド) ⻑縄達也 (TA-NOBU) 41

11 柳忠慶 (ＷｉＭ岐⾩) ⽔野童⽮ (FKクラブ) 44

10 近藤陽太 (アドバンス) ⽚桐巧⼰ (ＷｉＭ岐⾩) 43

14 清⽔陸来 (TEAM KOMADA) 千葉⼤暉 (⽊曽川LTC) 47

13 江川尚希 (美濃市テニス協会) 藤本燦萄 (ツクル~Team kei~) 46

12 河合亮慶 (⽩⿃硬式テニスJr.クラブ) 池⽥仁⼤ (郡上市テニス協会) 45

16 今村光佑 (⽊曽川LTC) 桃⼭晃 (ＷｉＭ岐⾩) 49

15 今尾流唯 (岐⾩ITC) 今井⼤誠 (Team遊ing) 48

17 松本快 (名古屋LTC) 上川慶太郎 (クラブSG) 50
SF

18 中廣勇太 (CROSS ROAD) 渡邉瑠哉 (レイクTA) 51

19 北野旦佳 (S.J.C) 五島⽴規 (アイエヌオー) 52

21 ⼭⼝雄⼤ (HIDE TA) 中根槙之介 (ミニッツ岐⾩) 54

20 ⾼橋琉聖 (チェリーTC) 堂坂祐希 (⽊曽川LTC) 53

23 柳井翔⼈ (春⽇井PTC) ⼩野⽊太⼀ (TA-NOBU) 56

22 ⼤⻄崚央 (チームウェルネス) ⼭下銀之丞 (ＷｉＭ岐⾩) 55

25 村⽥佑太 (⽊曽川LTC) 三⽻翔⽃ (岐⾩ITC) 58

24 鈴⽊奏汰 (ＷｉＭ岐⾩) 五⼗嵐真桜 (TEAM VOICE) 57

27 安藤梨徒 (CANNON-BALL) 牧野夏⽣ (インドアテニス⼀宮) 60

26 富成弘貴 (ミニッツ岐⾩) 奥村陽太 (ミニッツ岐⾩) 59

29 多和⽥愛杜 (岐⾩ITC) 濱⽥春静 (ＷｉＭ岐⾩) 62

28 渡辺聖七 (Team遊ing) ⽵⼭輝利⽃ (レイクTA) 61

31 吉川礼⾳ (FKクラブ) ⻘⼭拓実 (FKクラブ) 64

30 楊井⼀輝 (チェリーTC) ⽇⽐野悠太郎 (ロングウッド) 63

33 ⾼橋匠 (三幸T.T)

32 ⼩⾕公佑 (S.J.C) ⾼祖海⾳ (h2エリートTA) 65



第11回 各務原オープンジュニアテニストーナメント
⼩学⽣ 男⼦シングルス -2-

2R 3R 4R 5R QF QF 5R 4R 3R 2R

67 ⾜⽴勇頼 (岐⾩ITC) ⾼橋陽⼤ (ミニッツ岐⾩) 99

66 森⽥⻯ノ介 (コパンT.S) 古⼭爽太 (三重GTC) 98

69 佐藤佑哉 (チームウェルネス) ⻄村友希 (HIDE TA) 101

68 ⼭村恵史 (S.J.C) 林晃⼈ (Team遊ing) 100

71 尾関聖也 (⽊曽川LTC) 窪⽥悠⼈ (松原庭球倶楽部) 103

70 岩間由祏 (アイエヌオー) 深尾⾵⽉ (ＷｉＭ岐⾩) 102

73 横⽥⼤ (インドアテニス⼀宮) 渡邉公資 (岐⾩⻄テニスクラブ) 105

72 野々村琉⽃ (⽩⿃硬式テニスJr.クラブ) 三品遥輝 (Team遊ing) 104

75 ⼩瀬喜代治 (郡上市テニス協会) 畠⼭凌 (アイエヌオー) 107

74 松岡功太 (春⽇井PTC) 脇⽅煌⽃ (Team遊ing) 106

77 浜崎侑弥 (ミニッツ岐⾩) 恩⽥晄成 (ミニッツ岐⾩) 109

76 稲垣慎太朗 (チェリーTC) ⼭下暖仁 (TA-NOBU) 108

79 豊島翔太 (津⽥TS) 安江央佑 (岐⾩ITC) 111

78 武⽥幸弥 (松原庭球倶楽部) 岡村祐樹 (S.J.C) 110

80 林磨和 (⽊曽川LTC) 北野裕太 (ロングウッド) 112

81 義基耀 (三重GTC) 松根拓希 (津幡ジュニア) 113

松本経 (名古屋LTC) 熊⽥健⽃ (ロングウッド) 114SF

84 村上世名 (ＷｉＭ岐⾩) 松原良介 (ミニッツ岐⾩) 116

83 伊佐隼⼈ (TA-NOBU) 中本⼤翔 (ＷｉＭ岐⾩) 115

88 溝⼝蒼介 (春⽇井PTC) 古⽥蓮 (S.J.C)

87 ⻘⽊智志 (ＷｉＭ岐⾩) ⼟屋光輝 (ツクル~Team kei~) 119

86 福⽥侑⼤ (ミニッツ岐⾩) 安江奏太 (岐⾩ITC) 118

85 松井丈⼤ (岐⾩ITC) ⻑島⼀朔

82

89 今井⼒輝 (HIDE TA)

90 所泰成 (ミズノT.C.)

91 ⽚桐佳祐 (岐⾩ITC)

92 ⻫藤優太 (チームウェルネス)

93 池⽥朝⽃ (ミニッツ岐⾩)

94 佐藤綾祐 (郡上市テニス協会)

⽩⽊川檜 (ＷｉＭ岐⾩) 129

95 三⽊捷照 (TEAM KOMADA)

96 國江祥吾 (松原庭球倶楽部)

97 福島光彦 (ＷｉＭ岐⾩)
F

栩川湧貴 (アドバンス) 126

森岡律葵 (ミニッツ岐⾩) 127

伏⾕慶⼀ (岐⾩ITC) 128

(レイクTA) 117

120

鈴⽊匠 (オリンピアSC) 124

廣瀬仲 (TA-NOBU) 125

藤井良太 (岐⾩⻄テニスクラブ) 121

廣瀬歩⼈ (岐⾩ITC) 122

⽊⼭陸 (三和テニススクール) 123



第11回 各務原オープンジュニアテニストーナメント
⼩学⽣ ⼥⼦シングルス

1R 2R 3R 4R QF SF SF QF 4R 3R 2R 1R

兼松留梨 (K'sTC) 67

F

32 ⼭下恵⿇ (岐⾩⻄テニスクラブ) 祖⽗江由佳 (TEAM KOMADA) 65

33 池⼾来望 (郡上市テニス協会) 坂⼄葉 (ミニッツ岐⾩) 66

30 藤岡蘭 (岐⾩ITC) ⽊村百華 (h2エリートTA) 63

31 ⽊股弥⼦ (ミニッツ岐⾩) ⼟屋杏実 (FKクラブ) 64

28 ⽇置⼼⾳ (美濃市テニス協会) 此島はるか (郡上市テニス協会) 61

29 岩⽥侑芽 (三和テニススクール) 細江悠萌 (レイクTA) 62

26 板津奈菜可 (レイクTA) ⼭中柚希 (TA-NOBU) 59

27 ⽔⾕唯菜 (CANNON-BALL) 堤咲弥 (三重GTC) 60

24 中園⽇菜 (アイエヌオー) 揚原桃花 (鯖江ジュニア) 57

25 藤本菜留 (TEAM VOICE) 杉⼭七菜 (アイエヌオー) 58

⼤平莉央 (⽊曽川LTC) 52

23 中川瑠璃 (岐⾩ITC) ⽩橋乃詠 (岐⾩ITC) 56

18 池⼾悠希⼦ (TA-NOBU)

22 藤⽥夏遥 (郡上市テニス協会) ⼭⾕莉⼦ (ＷｉＭ岐⾩) 55

21 江⼝和⾹ (ＷｉＭ岐⾩) ⼤野暖 (岐⾩⻄テニスクラブ) 54

20 岩⽥芽⽣ (岐⾩⻄テニスクラブ) 宮下桃菜 (ツクル~Team kei~) 53

19 秋⼭明曖 (ロングウッド)

4 ⻲⼭紗希 (ミニッツ岐⾩) 37

1 安藤愛 (岐⾩⻄テニスクラブ) 牧野友奏 (桑名TA) 34

3 柴⽥莉那 (FKクラブ) 吉⽥琴美 (TEAM KOMADA) 36

2 ⽯川遥菜 (⽊曽川LTC) 伊藤祐希奈 (レイクTA) 35

6 樽井⾥沙 (S.J.C) 園井美⽉ (⽊曽川LTC) 39

5 野崎らら (⽩⿃硬式テニスJr.クラブ) 富成優那 (ミニッツ岐⾩) 38

42

8 橋本侑美 (Team遊ing) ⻘⽊祐李⾳ (三和テニススクール) 41

7 池俣知佳 (FKクラブ) 常富愛菜 (ＷｉＭ岐⾩) 40

9 佐々⽊杏⽻ (岐⾩ITC) 向⼭莉央 (S.J.C)

12 安藤千尋 (FKクラブ) 吉川慧 (岐⾩ITC) 45

43

11 澤原杏樹 (⽩⿃硬式テニスJr.クラブ) 船橋弥⼦ (インドアテニス⼀宮) 44

10 上野芳華 (K'sTC) 横⼭優莉 (尾崎⼩学校)

14 江川⽇菜 (美濃市テニス協会) 兼⽥侑奈 (FKクラブ) 47

13 村⽥ゆめ (⽊曽川LTC) 正村笑南 (CANNON-BALL) 46

鈴⽊海愛 (FKクラブ)

加藤歌⾥ (三重GTC) 51

17 渡邉菜央 (TEAM KOMADA) 佐野愛鈴 (HIDE TA) 50

16 渡辺咲良 (⽩⿃硬式テニスJr.クラブ) 橋本若奈 (S.J.C) 49

15 ⼩出芽以 (岐⾩ITC) ⾼⽥⼆知花 (⽩⿃硬式テニスJr.クラブ) 48



第11回 各務原オープンジュニアテニストーナメント
⼩学⽣低学年 男⼦シングルス

1R 2R 3R QF SF SF QF 3R 2R 1R

54

F

(松原庭球倶楽部) 丸⼭武流 (ミニッツ岐⾩) 53

25 佐々⽊丈介 (CANNON-BALL) 岩⽥寿⾳ (⽊曽川LTC) 52

26 所⻁輝

⾼橋圭⼈ (松原庭球倶楽部) 46

24 髙橋昴⽣

宮本拓輝 (ＷｉＭ岐⾩)

22

脇⽅蓮⽃

27 三好碧⽣ (パブリックTE)

18 淺野樹 (ミニッツ岐⾩)

岡島⼀稀

天王誠

(湖北ジュニアTC)

(テニスラウンジ) 45

17 遠藤涼真

(チェリーTC) (CANNON-BALL) 51

20 浅野誓仁 (松原庭球倶楽部) 牧野晃弥

48

中村海 (ミニッツ岐⾩) 49

倉知佑来 (春⽇井PTC) 50

三⾕エマニュエル
唯⼼

21

⽩橋永晟 (岐⾩ITC)

23 (Team遊ing)

36

8 ⾼橋蓮⼠ (チェリーTC) 吉井⼀就 (アズールTA) 35

11 坂元舜 (FKクラブ) 38

10 河⽥敦貴 (TEAM KOMADA) ⼤畑絢之介 (郡上市テニス協会) 37

(Team遊ing)渡辺康太郎

9 伊藤霞 (アイエヌオー) ⻑尾駿 (レイクTA)

1 鈴⽊志翔 (春⽇井PTC)

4 ⼭下航⼤ (岐⾩⻄テニスクラブ)

5 ⽥中凛空

3 太⽥蒼⼠ (郡上市テニス協会)

2 廣瀬徠⼈ (岐⾩ITC)

(ミニッツ岐⾩)

橋詰汐優

30

29

31(FKクラブ)

(TEAM KOMADA)

春⽥来⽃

⽇⽐野聡孔

34

⼤野旭陽 (チームウェルネス) 32

33(松原庭球倶楽部)

7 越⾕浬 (三和テニススクール)

6 遠藤修⼀郎

(ミニッツ岐⾩)

渡辺脩太 (岐⾩ITC)

(三和テニススクール)

(アイエヌオー)

元倉⼋雲

⻘⽊裕杜諮

市川新太 (アイエヌオー)

⼤村洸太朗 (インドアテニス⼀宮)

杉⼭翔悟 (アイエヌオー)

⻑⾕川雄也 (チェリーTC)

⼩坂⽥空 (FKクラブ)

(桑名TA) 47

村瀬公⼀ (若鳩ITC)

28

(HIDE TA)永⽥怜

(ミニッツ岐⾩)

中廣修太 (CROSS ROAD)

井上陽輝 (岐⾩ITC)

(松原庭球倶楽部)

19 清⽔賀公 (TEAM KOMADA)

39

40

41

42

43

12

13

14

15

16

森悠翔 (CANNON-BALL)

澤⽥陸

⼭下悠⼤ (岐⾩⻄テニスクラブ) 44



向⼭ 莉央
(HIDE TA) (郡上市テニス協会) （TA-NOBU） （ロングウッド） （コパンT.S） （S.J.C）
⼭⼝ 智哉 兼⼭ 栞凛 伊藤 俊太朗 尾関 果歩 森⽥ ⻯ノ介

⼩島 未央名
(⽊曽川LTC)

中学・⾼校⽣男⼦ S
堀 秦也

(岐⾩⻄テニスクラブ)

林 幸佑

2016年　第9回⼤会　優勝者
中学・⾼校⽣男⼦ S 中学・⾼校⽣⼥⼦ S ⼩学⽣男⼦ S ⼩学⽣⼥⼦ S ⼩学⽣低学年男⼦ S ⼩学⽣低学年⼥⼦ S

⼩学⽣低学年男⼦ S

（NASTA) (岐⾩⻄テニスクラブ) （NASTA)

2014年　第7回⼤会　優勝者
中学・⾼校⽣男⼦ S 中学・⾼校⽣⼥⼦ S ⼩学⽣男⼦ S ⼩学⽣⼥⼦ S ⼩学⽣低学年男⼦ S ⼩学⽣低学年⼥⼦ S

久世 ⼀姫吉⽥ 将宗

渡辺 安美
(ミズノTC)

中学・⾼校⽣⼥⼦ S
⿅島 弥⽣

(Team Rising Sun)

島袋 凌
(HIDE TA)

中学・⾼校⽣男⼦ S 中学・⾼校⽣⼥⼦ S ⼩学⽣男⼦ S ⼩学⽣⼥⼦ S

2008年　第1回⼤会　優勝者

2009年　第2回⼤会　優勝者

2010年　第3回⼤会　優勝者

2011年　第4回⼤会　優勝者

2012年　第5回⼤会　優勝者

三井 葉⽉
(IWAMOTO)

⼩学⽣⼥⼦ S

武藤 元希
(三和TC)

⼩学⽣男⼦ S

堀 秦也
(岐⾩⻄テニスクラブ)

⼩学⽣男⼦ S

中学・⾼校⽣男⼦ S
伊逹 佳佑

(HIDE TA)

中学・⾼校⽣⼥⼦ S
伊達 摩紘

(HIDE TA)

⼩学⽣⼥⼦ S

伊藤さつき
(チェリーTC)

井川 直哉
(岐⾩⻄テニスクラブ)

⼩学⽣低学年⼥⼦ S
⽇野 和佳⼦
(ミズノTC)

林 幸佑
(NASTA)

⽇野 有貴⼦
(ミズノTC)

中学・⾼校⽣男⼦ S 中学・⾼校⽣⼥⼦ S ⼩学⽣男⼦ S ⼩学⽣⼥⼦ S ⼩学⽣低学年男⼦ S

(S.J.C)(松原庭球倶楽部) (岐⾩⻄テニスクラブ)
野村 ⽉乃 松本 晃明 浅野 美咲

2015年　第8回⼤会　優勝者
⼩学⽣低学年⼥⼦ S

⼩学⽣男⼦ S
堀 秦也

(岐⾩⻄テニスクラブ)

⼩学⽣⼥⼦ S
⾈渡 織姫

(MAMOクラブ)

2013年　第6回⼤会　優勝者

⼩学⽣⼥⼦ S
伊藤 さつき

(チェリーテニスクラブ)
⽯榑 元晴

(三和テニススクール)

⼩学⽣男⼦ S

中学・⾼校⽣⼥⼦ S
三井 葉⽉

(IWAMOTO Indoor Tennis)

⼩学⽣男⼦ S
井平　陽⼤
(三和TS)

⼩学⽣⼥⼦ S
伊達 摩紘

(HIDE TA)

中学・⾼校⽣男⼦ S
渡部 友⽃
(旭ヶ丘TC)

中学・⾼校⽣男⼦ S
上村 俊介
(NSTA)

中学・⾼校⽣⼥⼦ S
吉⽥ みなみ

(岐⾩⻄テニスクラブ)

池原 宥⾶
(チームウェルネス)

中学・⾼校⽣男⼦ S

中学・⾼校⽣⼥⼦ S

兼松 留梨
(HIDE TA) (岐⾩⻄テニスクラブ) （NASTA) (鈴⿅TA) （岐⾩ITC) (レイクTA)

座間 ⼤ 野村 ⽉乃 松本 晃明 菰⽅ ⾥菜 丹⽻ 駿介



(三重GTC) (三重GTC) (WiM 岐⾩) （ロングウッド） (HIDE TA) (WiM 岐⾩)

中学・⾼校⽣男⼦ S 中学・⾼校⽣⼥⼦ S ⼩学⽣男⼦ S ⼩学⽣⼥⼦ S ⼩学⽣低学年男⼦ S ⼩学⽣低学年⼥⼦ S

2018年　第11回⼤会　優勝者

2017年　第10回⼤会　優勝者
中学・⾼校⽣男⼦ S 中学・⾼校⽣⼥⼦ S ⼩学⽣男⼦ S ⼩学⽣⼥⼦ S ⼩学⽣低学年男⼦ S ⼩学⽣低学年⼥⼦ S

堤 隆貴 堤 華蓮 林 幸佑 尾関 果歩 今井 ⼒輝 ⼭⾕ 莉⼦
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