
 

第 58 回 区民ジュニアテニストーナメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

1. この大会は、全ての選手を公平にあつかいます。 

2. 選手は、定刻 15 分前までに本部に出席を届けること。 

定刻までに出席を届けない選手は、棄権とみなします。 

3. 悪天候、その他で試合の有無が不明の際は、青葉区テニス協会の緊急ブログで確認できます。 

大会情報確認ブログ  http://green.ap.teacup.com/aoba/ 

電話での問い合わせはできません。 

ブログで確認できない場合は各会場にて確認してください。 

4. 全試合、6 ゲームマッチ（7 ポイントタイブレーク）（ノーアドバンテージ）とします。 

5. 審判は、セルフジャッジとし、ロービングアンパイアがつきます。 

勝者は、試合終了後速やかにスコアを本部に届けてください。 

6. 服装は、テニスウェアを着用してください。（T シャツ不可） 

7. 昼食・飲物の準備は各自で行ない、ゴミは必ず各自で持ち帰ってください。 

8. クラブハウス及び施設を使用するときは、汚さないようにしましょう。 

9. 上位入賞者には表彰があります。 

10. 諸事情により、会場・試合方法など変更することがあります。 

 

 

 

 

期 日 ： 平成 27 年 3 月 26 日(木）、27 日(金）、30 日(月)、31 日(火） 

会 場 ： ★長坂谷公園第 1、第 2  オムニコート  <緑区寺山町 745-1> 

   JR 横浜線 中山駅下車 相鉄バス旭 11 系統「鶴ヶ峰駅」行 

   第 1： 境下車 徒歩 5 分 

   第 2： 中山中学校入口下車 徒歩 2 分 

★都田公園  オムニコート  <都筑区二の丸 14-45> 

  市営地下鉄グリーンライン ふれあいの丘駅下車 徒歩 15 分 

  市営地下鉄グリーンライン 川和町駅下車 徒歩 20 分 

  JR 横浜線 中山駅下車→市バス 305・310 系統 川和台下車 徒歩 10 分 

  田園都市線 市ヶ尾駅下車→市バス 305 系統 川和台下車 徒歩 10 分 

主 催 ： 緑区 ・ 都筑区 ・ 青葉区 テニス協会 

後 援 ： 緑区 ・ 都筑区 ・ 青葉区 各区役所 

協 力 ： ラケットショップオープンスクエア ・ LUCK たまプラーザ店 



 

18 9:00 3～16 9:00 2～12、14～18 9:00 1～64

才 9:40 17～26 46、47

以 10:20 27～36 9:40 19～33

下 11:00 1、37～44 10:20 1、13、34～45

男 11:40 45～54 11:00 48

子

12:20 55～62 11:00 １～48

13:00 64

9:00 2、3、7～24 11:00 3～8、11～18 9:00 1～96

16 26、27 11:40 19～22、25～30

才 9:40 31～48 12:20 1、9、.24、32

以 10:20 1、4、6、25、28、30

下 11:00 70、71

男 11:40 49～63

子 12:20 64～69、72～75 11:00 1～32

94、95

13:00 76～90

13:40 91、93、96

14

才 9:00 3～16、19、20 13:00 3～6、11～14 10:20 1～64

以 9:40 21～32 13:40 19～22、25～30

下 10:20 1、17、33～40 14:20 1、8、9、16

男 11:00 41～48 15:00 17、24、32

子 11:40 49～56 11:00 1～32

12:20 57～62

13:00 64

12

13:00 2～6、8～12、22、23 9:40 1～24

13:40 13～21

14:20 1、7、24

ダブルス1R～3Rシングルス1R～4R

シングルス1R～QF

都田公園都田公園

都田公園

ダブルス1R～3R

日程表【男子】

長坂谷第一

ダブルスSF～F

シングルス3R～F

3月31日（火）

長坂谷第二 都田公園

シングルスQF～F

3月26日(木） 3月27日（金） 3月30日（月）

ダブルス1R～QF

長坂谷第一

シングルス1R～3R

都田公園

都田公園

シングルス1R～2R才
以
下
男
子

シングルスSF～F

シングルスQF～F

ダブルスSF～F

都田公園

ダブルスSF～F

都田公園



 

18

才

以 9:00 3～16 13:00 2～5、8～11 、14　、15 9:30 1～32

下 9:40 17～26 13:40 1、6、16、17、20～23

女 10:20 1、27～32 14:20 7、12、13、18、19、24

子 11:00 1～24

16

才

以 11:40 3～8.、11～14 13:00 2、3、8～11、16、17、22、23 9:30 1～32

下 12:20 19～22 、25～30 13:40 4、6、13、15、19、21

女 13:00 1、9、16 14:20 1、7、12、18、24

子 13:40 17、24、32 11:00 1～24

14

才

以 9:00 2～12、14、15、46、47 13:00 3～8、11～14、19～22 9:30 1～48

下 9:40 16～33 13:40 25～30

女 10:20 1、13、34～45、48 14:20 1、9、16、17、24、32

子 11:00 1～32

12

才

以 13:00 3、4

下 14:20 1、6.、8

16才女子ダブルスの時間訂正があります

日 程 表　【女子】

ダブルスSF・F

シングルスSF・F

ダブルスSF・F

長坂谷第二

シングルス１R～３R

長坂谷第一 長坂谷第一 長坂谷第二

シングルス１R～３R ダブルス１R～３R

ダブルス１R～３R シングルスSF・F

ダブルスSF・F

長坂谷第二 長坂谷第二

シングルス１R～F

シングルス１R～QF ダブルス１R～３R シングルスSF・F

3月31日（火）

長坂谷第二 長坂谷第二 長坂谷第二

3月26日(木） 3月27日（金） 3月30日（月）

長坂谷第二



 

1R 2R 3R QF SF

シード

1 吉川拳人 (神大附属高)

2 谷本一樹 (市ヶ尾高校)

3～4 山本　陸 (桐蔭学園高)

芦田大輝 (都筑区在住
関東学院中)

18才以下男子シングルス①

32 堀井駿佑 (青葉台ローンTS)

31 岩岡大晟 (新栄高校)

30 伊藤啓太 (市ヶ尾高校)

29 松井賢太郎 (森村学園高)

28 今村圭吾 (都筑区在住・市立南高校)

27 清久康大郎 (市ヶ尾高校)

26 川口陽三 (川和高校)

25 武藤幹太 (市ヶ尾高校)

24 川添大也 (川和高校)

23 安原　諄 (市ヶ尾高校)

22 大塚雅治 (新栄高校)

21 犬伏孝遥 (市ヶ尾高校)

20 渡邉宙生 (神大附属高)

19 平山蒼太 (市ヶ尾高校)

18 下田将弘 (新栄高校)

17 山本　陸 (桐蔭学園高)

16 服部滉平 (桐蔭学園高)

15 江口直哉 (市ヶ尾高校)

14 水流添将悟 (新栄高校)

13 近内雄亮 (市ヶ尾高校)

12 山口哲央 (都筑区在住・関東学院中)

11 井出隆登 (神大附属高)

10 西山智尊 (市ヶ尾高校)

9 吉田裕哉 (川和高校)

8 山本　諒 (市ヶ尾高校)

7 本部南樹 (神大附属高)

6 金指海斗 (新栄高校)

5 秦麟一郎 (市ヶ尾高校)

4 吉澤昌悟 (市ヶ尾高校)

3 小野将太 (新栄高校)

2 bye

1 吉川拳人 (神大附属高)



 

SF QF 3R 2R 1R

F

18才以下男子シングルス②

②

①

63

谷本一樹 (市ヶ尾高校) 64

bye

(新栄高校) 61

小林将大 (市ヶ尾高校) 62

髙島亮太

(市ヶ尾高校) 59

高橋慧悟 (都筑区在住・横浜清風高) 60

中島　環

(神大附属高) 57

小関一平 (新栄高校) 58

森　雄太郎

(新栄高校) 55

和田将也 (川和高校) 56

岡嵜凱

(新栄高校) 53

清水　樹 (市ヶ尾高校) 54

瀧川耕次郎

(横浜翠陵高) 51

田崎遼河 (市ヶ尾高校) 52

小永凌平

(桐蔭学園高) 49

原口泰知 (市ヶ尾高校) 50

関口宗哉

(市ヶ尾高校) 47

芦田大輝 (都筑区在住・関東学院中) 48

河田昴樹

(桐蔭学園高) 45

福田隼翼 (新栄高校) 46

榊原大介

(神大附属高) 43

楠　賢人 (市ヶ尾高校) 44

佐藤敦史

(川和高校) 41

山田海大 (市ヶ尾高校) 42

峯岸直哉

(新栄高校) 39

斉藤浩平 (市ヶ尾高校) 40

赤坂祐太

(市ヶ尾高校) 37

砂川虎次郎
(都筑区在住
横浜ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ高校)

38

川守　龍

35

細田海斗 (新栄高校) 36

田中智之 (森村学園高)

金子賢人 (桐蔭学園高) 33

小野田創太 (市ヶ尾高校) 34



 

1R 2R 3R 4R QF SF

シード

1 髙橋佑学 (森村学園高)

16才以下男子シングルス①

48 津田耕平 (森村学園高)

47 bye

46 高　直人 (川和高校)

45 蓬沢元希 (桐蔭学園高)

44 bye

43 光永博輝 (横浜翠陵高)

42 彼島光佑 (中川西中学校)

41 bye

40 阿部山一郎 (桐蔭学園高)

39 牧野正寛 (川和高校)

38 bye

37 鈴谷麗音ｳｲﾘｱﾑ (ＧＯＤＡＩ)

36 佐野功基 (川和高校)

35 bye

34

33 (桐蔭学園高)

(中央大学附属横浜中)

川合田剛士

村上　捷

32

31 藤平七瀬

bye

(森村学園高)

30 田中皓太 (青葉区在住・栄光学園高)

29 bye

28 遠藤敬祐 (都筑区在住・聖光学院中)

27 加藤颯人 (緑区在住・旭高)

26 小宮真吾 (桐蔭学園高)

25 佐藤　瞭　 (横浜翠陵高)

24 岡田幸希 (川和高校)

23 bye

22 中塚裕俊
(都筑区在住
渋谷教育学園渋谷高)

21 土田新之佑 (桐蔭学園高)

20 bye

19 地挽智宏 (森村学園高)

18 矢野友己 (桐蔭学園高)

17 bye

16 飯田遥平 (川和高校)

15 荻生恭平 (緑区在住・横浜商科大高）

14 bye

13 渡辺　陸 (横浜翠陵高)

12 平出和也 (都筑区在住・橘学苑高)

11 bye

10 金子祐貴 (桐蔭学園高)

9 池　基行 (中央大学附属横浜中)

8 bye

7 森山　尚 (川和高校)

6 西巻壮陽 (新栄高校)

5 bye

4 遠藤市佳 (青葉区在住・旭高校)

3 野本晶太 (桐蔭学園高)

1 高橋佑学 (森村学園高)

2 猪瀬大貴 (川和高校)



 

SF QF 4R 3R 2R 1R

F
①

②

16才以下男子シングルス②

(横浜翠陵高)

(中央大学附属横浜中)

今田将勢 (川和高校) 96

小池一生 (森村学園高) 95

長谷川達哉 (桐蔭学園高) 94

金光耕佑 (新栄高校) 93

bye 92

青山太一 （緑区在住・旭高校） 91

池田壮汰 (川和高校) 90

bye 89

岩野将大 (桐蔭学園高) 88

高橋颯樹 (中央大学附属横浜中) 87

bye 86

加藤大樹 (横浜翠陵高) 85

古木孝宗 (横浜翠陵高) 84

bye 83

義田健人 (桐蔭学園高) 82

齊藤将汰 (川和高校) 81

bye 80

徳植鉄世 (森村学園高) 79

猪川玲夫 (桐蔭学園高) 78

bye 77

池田敦也 (川和高校) 76

山崎皓平 (都筑区在住・聖光学院中) 75

bye 74

水谷友祐 (中央大学附属横浜中) 73

窪田昂平 (川和高校) 72

(桐蔭学園高) 70

山根拓樹 (都筑区在住・橘学苑高) 71

安友直希

68

中平駿佑 (森村学園中) 69

bye

瀬下一空 (中央大学附属横浜中) 67

浅野　慧 (青葉区在住・栄光学園高) 66

64

bye 65

松本大輝

62

増田優樹 (桐蔭学園高) 63

bye

髙梨悟史 (川和高校) 61

武林祐斗 (ＧＯＤＡＩ) 60

58

bye 59

軽部　翼

56

宮内英樹 (桐蔭学園高) 57

bye

小野稜平 (川和高校) 55

53

羽尾秀真 (森村学園中) 54

bye

(桐蔭学園高) 51

宇留間　匠
(都筑区在住
相模原中等教育学校)

52

布川諒一

松本祐輝 (横浜翠陵高) 49

bye 50



 

1R 2R 3R QF SF

シード

1 目代雄大 (森村学園中)

2 湯浅英也 (ｻﾚｼﾞｵ学院中)

3～4 石田太郎 (ｻﾚｼﾞｵ学院中)

松本大河 (東急あざみ野TG)

14才以下男子シングルス①

1 目代雄大 (森村学園中)

4 渡部伸太郎 (サレジオ学院中)

6 武川遥祐 (サレジオ学院中)

2 bye

3 柴田　亮 (森村学園中)

5 岡　勇輝 (シンズあざみ野)

8 服部遼太郎 (サレジオ学院中)

7 安岡亮祐 (森村学園中)

10 小西　蒼 (ＫＰＭＴＧ)

9 中島　輝 (サレジオ学院中)

12 空閑圭吾 (サレジオ学院中)

11 水野綾二 (森村学園中)

14 高杉真司 (サレジオ学院中)

13 朝田匠海 (横浜翠陵中)

16 坂本遼介 (サレジオ学院中)

15 島野耀康 (森村学園中)

18 bye

17 松本大河 (東急あざみ野TG)

20 日高颯斗 (サレジオ学院中)

19 市川裕大 (森村学園中)

22 浪江　遼 サレジオ学院中

21 吉田龍真 (横浜翠陵中)

24 三井惟恩 (サレジオ学院中)

23 湊　祐輝 (森村学園中)

26 遠藤浩樹 (神大附属中)

25 箕輪優一 (サレジオ学院中)

28 近藤　宙 (森村学園中)

27 高木　優 (あざみ野ローン)

30 高田　径 (森村学園中)

29 山口脩人 (サレジオ学院中)

32 佐藤友紀 (神大附属中)

31 北村莉久 (サレジオ学院中)



 

SF QF 3R 2R 1R

F

14才以下男子シングルス②

①

②

清水伊織 (KPMTG)

及川拓未 (青葉台ローンTS)

三宅弦太 (森村学園中)

33

佐々木瑛雅 (森村学園中) 34

35

36

鹿内涼介 (サレジオ学院中)

(サレジオ学院中) 37

38

金井賢太

(サレジオ学院中) 39

神田喜慧 (青葉区在住) 40

東穗健太郎

(神大附属中) 41

島　謙斗 (サレジオ学院中) 42

碓井　玲

(森村学園中) 43

山下英雄 (サレジオ学院中) 44

芝崎柊祐

(青葉区在住) 45

三宅利史 (サレジオ学院中) 46

西原　結

(森村学園中) 47

石田太郎 (サレジオ学院中) 48

田所海靖

(サレジオ学院中) 49

猪原進太 (森村学園中) 50

北島大空

(サレジオ学院中) 51

古谷峻大 (神大附属中) 52

延末勘汰

(森村学園中) 53

向井久人 (横浜翠陵中) 54

上杉一真

(サレジオ学院中) 55

元永　燎 (森村学園中) 56

上田元喜

(森村学園中) 57

永野博道 (サレジオ学院中) 58

中西健心

(青葉区在住) 59

宮本龍之介 (サレジオ学院中) 60

奥村晃明

(東山田中学校) 61

伊勢田直紀 (森村学園中) 62

武田惟史

63

湯浅英也 (サレジオ学院中) 64

bye



 

 

 

 

 

 

1R 2R 3R SF F

シード

1 永田一織 (シンズあざみ野)

2 一宮瞭真 (青葉台ローンTC)

12才以下男子シングルス

2 岩田昊空 (Team Yuka)

1 永田一織 (シンズあざみ野)

4 福田翔馬 (勝田小学校)

3 宮崎太郎 (中川西小学校)

7 松岡　輝 (茅ケ崎東小学校)

6 阿閉元星 (緑区在住)

5 bye

9 軽部　希 (川和東小学校)

8 高木健汰 (あざみ野ローン)

11 bye

10 本多正哉 （霧が丘TC）

13 笠原　快 (シンズあざみ野)

12 山崎周平 (東急あざみ野TG)

15 角田理樹 (Team Yuka)

14 bye

17 bye

16 河島優雅 (あざみ野ローン)

19 松岡　健 (茅ケ崎東小学校)

18 木村温人 (都田西小学校)

21 寺内大志 (Team Yuka)

20 bye

23 大滝　琉 (北山田小学校)

22 大川　響 (シンズあざみ野)

24 一宮瞭真 (青葉台ローンTC)



 

1R 2R 3R SF F

シード

1 徳武みずき （森村学園高）

2 本間彩花 （森村学園高）

3～4 浅井柚香 （森村学園高）

小林海音 （森村学園中）

18才以下女子シングルス

31 大石萌美 (新栄高校)

32 本間彩花 (森村学園高)

28 上野真由 (市ヶ尾高校)

29 川瀬夏来 (川和高校)

30 宮嶋真佑 (市ヶ尾高校)

25 髙橋佳子 (森村学園中)

26 細野夏菜 (川和高校)

27 村松美邑 (森村学園高)

22 小柳　悠 (新栄高校)

23 齋藤千尋 (川和高校)

24 小林海音 (森村学園中)

19

20 中田恵利 (市ヶ尾高校)

21 森　結菜 (森村学園高)

守屋綾音 (森村学園高)

16 倉冨万緒 (森村学園高)

15 三好優歩 (新栄高校)

14 秋山ひな子 (森村学園高)

13 岡田あゆみ (市ヶ尾高校)

12 若井瑞希 (森村学園高)

11 岡　恵美 (川和高校)

10 斎藤優衣 (市ヶ尾高校)

9 浅井柚香 (森村学園高)

8 高木遊帆 (川和高校)

7 川内美月 (森村学園高)

4 浅井　萌 (市ヶ尾高校)

3 中村有菜 (新栄高校)

6 小林彩乃 (森村学園高)

5 平井真優 (川和高校)

1 徳武みずき (森村学園高)

2 bye

18 中村綾佳 (新栄高校)

17 大谷愛実 (森村学園高)



 

1R 2R 3R SF F

シード

1 大塚　歩里 （森村学園中）

16才以下女子シングルス

32 大倉みずほ (川和高校)

29

宮武奈央 (桐蔭学園高)

富永理子 (神大附属中)

30 福島叶子 (森村学園中)

31 bye

26

27

金杉晴香

熊沢葉月

(川和高校)

(神大附属中)

28

22

23

船木奈々子

bye

(川和高校)

24

25

上野珠姫

田頭陽加

(桐蔭学園高)

(市ヶ尾高校)

19

20 五十嵐玲奈 (神大附属中)

21 上林由依 (森村学園中)

篠田詠子 (森村学園中)

16 米川帆香 (神大附属中)

15 bye

14 清古裕莉 (川和高校)

13 木内春花 (森村学園中)

12 阿部桃子 (中央大学附属横浜中)

11 坂内すぐり (川和高校)

10 bye

9 平本　実 (森村学園中)

8 茅野紗由 (川和高校)

7 月館理々子 (森村学園中)

4 神蔵まはろ (神大附属中)

3 神川咲良 (川和高校)

6 長谷優莉子 (緑区在住)

5 田代潤奈 (桐蔭学園高)

1 大塚歩里 (森村学園中)

2 bye

18 bye

17 岩崎舞子 (川和高校)



 

 

 

 

 

1R 2R 3R QF SF

シード

1 渡辺　杏 （横浜翠陵中）

2 小川真亜紗 （桐蔭学園中）

3～4 瀧川茜里 （森村学園中）

岡本祐佳 （森村学園中）

14才以下女子シングルス①

24 大田春菜 (東急あざみ野TG)

23 bye

22 矢澤明日香 (神大附属中)

21 小川名　萌 (神大附属中)

20 bye

19 岩清水乃々栞 (森村学園中)

18 安藤涼夏 (桐蔭学園中)

17 bye

16 渡辺　彩 (神大附属中)

15 玉置陽香 (東山田中学校)

14 刈屋美咲 (神大附属中)

13 瀧川茜里 (森村学園中)

12 福元彩未 (東山田中学校)

11 bye

10 坂本理彩 (神大附属中)

9 植原明日香 (横浜翠陵中)

8 bye

7 青木彩夏 (森村学園中)

6 住谷遥夏 (神大附属中)

5 bye

4 山辺夏子 (森村学園中)

3 水流実咲 (神大附属中)

2 上野未南海 (東山田中学校)

1 渡辺　杏 (横浜翠陵中)



 

 

 

 

 

SF QF 3R 2R 1R

F
①

②

14才以下女子シングルス②

小川真亜紗 (桐蔭学園中) 48

(森村学園中) 46

小野田　瞳 (神大附属中) 47

荒井詩織

44

原田加紗音 (東山田中学校) 45

bye

長坂あい (神大附属中) 43

斉藤恵美里 (青葉台ローンTC) 42

(神大附属中) 40

bye 41

小林晴香

38

湯澤彩果 (青葉区在住) 39

bye

木村祝子 (神大附属中) 37

岡本祐佳 (森村学園中) 36

(神大附属中) 34

bye 35

佐藤里紗

32

高田　蒼 (東山田中学校) 33

bye

伊勢戸菜摘 (神大附属中) 31

29

井出千鈴 (神大附属中) 30

bye

27

鎌田友香 (森村学園中) 28

佐藤有未花 (神大附属中)

25

bye 26

井出絵梨香 (桐蔭学園中)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1R 2R F

12才以下女子シングルス

8 亀井希葵 (シンズあざみ野)

7 bye

6 石橋真理愛 (Team Yuka)

5 bye

4 若桑佑奈 (あざみ野ローン)

3 北原結乃 (Team Yuka)

2 bye

1 渡辺涼香 (Team Yuka)



 

 

 

 

 

 

 

1R 2R 3R QF SF

シード

1 渡邉・吉川 (神大附属高)

2 山本・安藤 (桐蔭学園高)

3～4 坂本・村川 (川和高校)

服部・金子 (桐蔭学園高)

18才以下男子ダブルス①

24 山本・山越 (桐蔭学園高)

23 bye

22 森本・小野田 (市ヶ尾高校)

21 赤坂・下田 (新栄高校)

20 bye

19 武藤・谷本 (市ヶ尾高校)

18 牛島・丸 (あざみ野ローンTC)

17 bye

16 横溝・田宮 (森村学園高)

15 斎藤・安原 (市ヶ尾高校)

14 山下・岡嵜 (新栄高校)

13 服部・金子 (桐蔭学園高)

12 田崎・西山 (市ヶ尾高校)

11 bye

10 芦田・山口
(都筑区在住
関東学院中)

9 佐藤・渡邉 (荏田高校)

8 bye

7 和田・川添 (川和高校)

6 山本・楠　 (市ヶ尾高校)

5 bye

4 清水・小出 (森村学園高)

3 小野・大塚 (新栄高校)

2 秦・藤原 (市ヶ尾高校)

1 渡邉・吉川 (神大附属高)



 

 

 

 

 

 

SF QF 3R 2R 1R

F
①

②

18才以下男子ダブルス②

山本・安藤 (桐蔭学園高) 48

(横浜翠陵高) 46

伊藤・江口 (市ヶ尾高校) 47

元島・小永

44

平山・吉澤 (市ヶ尾高校) 45

bye

金指・福田 (新栄高校) 43

清久・清水　 (市ヶ尾高校) 42

(荏田高校) 40

bye 41

永正・小林

38

水流添・岩岡 (新栄高校) 39

bye

原口・近内 (市ヶ尾高校) 37

坂本・村川 (川和高校) 36

(市ヶ尾高校) 34

bye 35

中島・河田

32

瀧川・髙島 (新栄高校) 33

bye

本郷・岡本
（緑・青葉区在住
浅野高校）

31

29

山田・小林 (市ヶ尾高校) 30

bye

27

小関・細田 (新栄高校) 28

犬伏・川守 (市ヶ尾高校)

25

bye 26

中嶋・松井 (森村学園高)



 

16才以下男子ダブルス

1R 2R 3R SF F

シード

1 津田・地挽 (森村学園高)

2 吉川・徳植 (森村学園高)

1 津田・地挽 (森村学園高)

2 bye

4 土田・小宮 (桐蔭学園高)

3 猪瀬・飯田 (川和高校)

6 池田・森山 (川和高校)

5 佐藤・青山 (横浜翠陵高・旭高)

8 軽部・池 (中央大学附属横浜中)

7 篠原・増田 (森村学園中)

10 bye

9 矢野・豊泉 (桐蔭学園高)

12 山崎・遠藤 (都筑区在住・聖光学院中)

11 西巻・金光 (新栄高校)

14 野本・西澤 (桐蔭学園高)

13 岡田・髙梨 (川和高校)

16 酒井・加藤 (横浜翠陵高)

15 中平・羽尾 (森村学園中)

18 田中・浅野 (青葉区在住・栄光学園)

17 今田・佐野 (川和高校)

20

19 瀬下・高橋 (中央大学附属横浜中)

藤平・高橋 (森村学園高)

22

21 池田・齊藤 (川和高校)

長谷川・金子 (桐蔭学園高)

24

23 bye

松本・光永 (横浜翠陵高)

26

25 武林・鈴谷 (ＧＯＤＡＩ)

川合田・布川 (桐蔭学園高)

28 小池・家髙 (森村学園中)

27 高・窪田 (川和高校)

30 安友・蓬沢 (桐蔭学園高)

29 村上・新井 (中央大学附属横浜中)

32 吉川・徳植 (森村学園高)

31 bye



 

1R 2R 3R SF F

シード

1 猪原・目代 （森村学園中）

2 金井・児玉 （サレジオ学院中）

3 古谷・遠藤 （神大附属中）

14才以下男子ダブルス

32 金井・児玉 (サレジオ学院中)

31 bye

30 伊勢田・市川 (森村学園中)

29 石田・中島 (サレジオ学院中)

28 前迫・桜井 (森村学園中)

27 北島・上田 (サレジオ学院中)

26 明山・渋谷 (森村学園中)

25 東穗・延末 (サレジオ学院中)

24 古谷・遠藤 (神大附属中)

23 bye

22 藤澤・佐藤 (森村学園中)

21 湯浅・空閑 (サレジオ学院中)

20 南雲・木戸岡 (森村学園中)

19 三宅・浪江 (サレジオ学院中)

18 bye

17 田所・三宅 (森村学園中)

16 坂本・山口 (サレジオ学院中)

15 bye

14 佐々木・柴田 (森村学園中)

13 里見・鈴木 (サレジオ学院中)

12 島野・高田 (森村学園中)

11 服部・武川 (サレジオ学院中)

10 bye

9 清水・小西 (KPMTG)

8 佐藤・碓井 (神大附属中)

7 bye

6 高杉・宮本 (サレジオ学院中)

5 上杉・岩田 (森村学園中)

4 近藤・水野 (森村学園中)

3 鹿内・渡部 (サレジオ学院中)

2 bye

1 猪原・目代 (森村学園中)



 

1R 2R 3R SF F

シード

1 倉冨・本間 (森村学園高)

2 徳武・森 (森村学園高)

3～4 小林・高橋 (森村学園中)

守屋・若井 (森村学園高)

18才以下女子ダブルス

24 徳武・森 (森村学園高)

23 上野・岡田 (市ヶ尾高校)

22 門田・斉藤 (森村学園高)

21 三好・大石 (新栄高校)

20 赤坂・大谷 (森村学園高)

19 平井・川瀬 (川和高校)

18 小林・髙橋 (森村学園中)

17 金子・田口 (横浜翠陵高)

16 大野・竹沢 (森村学園高)

15 宮嶋・浅井 (市ヶ尾高校)

14 川内・大塚 (森村学園高)

13 細野・高木 (川和高校)

12 秋山・金ヶ江 (森村学園高)

11 神山・長谷川 (川和高校)

10 田口・林田 (市ヶ尾高校)

9 岡・齋藤 (川和高校)

8 小柳・伊藤 (新栄高校)

7 守屋・若井 (森村学園高)

6 小林・村松 (森村学園高)

5 山田・根本 (川和高校)

4 佐藤・中山 (森村学園高)

3 中村・中村 (新栄高校)

2 中田・川岡 (市ヶ尾高校)

1 倉冨・本間 (森村学園高)



 

 

16才以下女子ダブルス

1R 2R 3R SF F

シード

1 田頭・濱田 (市ヶ尾高校)

24 篠田・平本 (森村学園中)

23 髙岡・阿部 (中央大学附属横浜中)

22 田代・上野 (桐蔭学園高)

21 小野・髙橋 (神大附属中)

20 bye

19 岩崎・清古 (川和高校)

18 大倉・茅野 (川和高校)

17 杉本・中村 (市ヶ尾高校)

16 木内・上林 (森村学園中)

15 坂内・船木 (川和高校)

14 bye

13 本間・米川 (神大附属中)

12 長谷川・滝本 (川和高校)

11 高瀬・鳥海 (横浜翠陵高)

10 熊沢・神蔵 (神大附属中)

9 島津・月館 (森村学園中)

8 池田・辻井 (川和高校)

7 梶川・遠藤 (森村学園中)

6 宮武・鈴木 (桐蔭学園高)

5 bye

4 佐久間・神川 (川和高校)

3 福島・大塚 (森村学園中)

2 小牧・五十嵐 (神大附属中)

1 田頭・濱田 (市ヶ尾高校)



 

1R 2R 3R SF F

シード

1 木村・刈屋 (神大附属中)

2 瀧川・岡本 (森村学園中)

3 井出・小川 (桐蔭学園中)

14才以下女子ダブルス

4 横野・畑地 (東山田中学校)

3 岩尾・荒井 (森村学園中)

1 木村・刈屋 (神大附属中)

2 bye

6 志治・小泉 (東山田中学校)

5 佐藤・渡辺 (神大附属中)

8 栗原・松田 (森村学園中)

7 坂本・小野田 (神大附属中)

10 bye

9 清水・小宮 (森村学園中)

12 山野・山本 (神大附属中)

11 大内・玉城 (東山田中学校)

14 佐野・倉俣 (東山田中学校)

13 山辺・岩清水 (森村学園中)

16 住谷・豊田 (神大附属中)

15 bye

20 河原田・加藤 (森村学園中)

21 伊勢戸・小川名 (神大附属中)

17 内尾・山本 (東山田中学校)

19 水流・小林 (神大附属中)

24

25

井出・小川 (桐蔭学園中)

野田・長坂 (神大附属中)

22

23

富樫・鎌田 (森村学園中)

bye

28

29

江田・岡本 (神大附属中)

太田・玉寄 (東山田中学校)

26

27

船木・鈴木 (東山田中学校)

小田・古屋 (森村学園中)

32 瀧川・岡本 (森村学園中)

30

31

井出・矢澤 (神大附属中)

bye

18 bye
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種  目 順  位 表 彰 者 所  属  

18歳以下男子 S 

優 勝 

準優勝 

3  位 

3  位 

吉 川 拳 人  

谷 本 一 樹  

芦 田 大 輝  

霜 村 良 祐  

神大附属高 

市ヶ尾高校 

都筑区在住・関東学院中 

桐蔭学園高 

緑区 

青葉区 

都筑区 

青葉区 

18歳以下女子 S 

優 勝 

準優勝 

3  位 

3  位 

水 島 穂 歌  

小林明日香  

徳武みずき  

本 間 彩 花  

都筑区在住・東海大相模 

緑区在住・横浜商大高 

森村学園高 

森村学園高 

都筑区 

緑区 

緑区 

緑区 

16歳以下男子 S 

優 勝 

準優勝 

3  位 

3  位 

3   位 

横 地 孝 太  

該当者なし  

阿 部 佑 樹  

小松凜太朗  

植 田 賢 威  

神大附属中 

 

サレジオ学院高 

桐蔭学園高 

サレジオ学院高 

緑区 

 

都筑区 

青葉区 

都筑区 

16歳以下女子 S 
優 勝 

準優勝 

小 林 海 音  

髙 橋 佳 子  

森村学園中 

森村学園中 

緑区 

緑区 

14歳以下男子 S 

優 勝 

準優勝 

3  位 

3  位 

堀 井 駿 佑  

目 代 雄 大  

湯 浅 英 也  

林 怜 央 

谷本中学校 

森村学園中 

サレジオ学院中 

サレジオ学院中 

青葉区 

緑区 

都筑区 

都筑区 

14歳以下女子 S 

優 勝 

準優勝 

3  位 

3  位 

星 野 香 恋  

柏 木 悠 里  

渡 辺 杏 

小川真亜紗  

山田小学校 

中央大附属横浜中 

横浜翠陵中 

桐蔭学園中 

都筑区 

都筑区 

緑区 

青葉区 

12歳以下男子 S 
優 勝 

準優勝 

山 本 佳 

山 本 拓 

KPTA 

KPTA 

都筑区 

都筑区 

18歳以下男子 D 

優 勝 

準優勝 

3  位 

3  位 

渡邊・吉川  

金子・山本  

合田・山内  

沢崎・田中  

神大附属高 

桐蔭学園高 

都筑区在住・多摩大目黒高 

森村学園高 

緑区 

青葉区 

都筑区 

緑区 

18歳以下女子 D 
優 勝 

準優勝 

前原・上山  

倉冨・本間  

桐蔭学園高 

森村学園高 

青葉区 

緑区 

16歳以下男子 D 

優 勝 

準優勝 

3  位 

3  位 

3  位 

徳植・津田  

該当者なし  

田中・平木  

三善・塚原  

鎮目・菊本  

森村学園高 

 

サレジオ学院中 

サレジオ学院中 

サレジオ学院中 

緑区 

 

都筑区 

都筑区 

都筑区 

16歳以下女子 D 

優 勝 

準優勝 

3  位 

3  位 

小林・髙橋  

守屋・若井  

田頭・濱田  

鶴永・橋本  

森村学園中 

森村学園高 

市ヶ尾高校 

青場台ローン 

緑区 

緑区 

青葉区 

青葉区 

14歳以下男子 D 

優 勝 

準優勝 

3  位 

3  位 

田 島 ・ 林  

猪原・相崎  

菊池 ・上田 

柴内・中野  

サレジオ学院中 

森村学園中 

サレジオ学院中 

サレジオ学院中 

都筑区 

緑区 

都筑区 

都筑区 

14歳以下女子 D 
優 勝 

準優勝 

星野・太田  

木村・刈谷  

山田小・美しが丘東小 

神大附属中 

都筑区青葉区 

緑区 

 


