
第２８回浦安市ジュニアテニス大会 　
男子１２歳以下

優勝 宋 智毅 (ﾁｰﾑ0日の出小)

準優勝 坂庭 風雅 (Ken's海浜幕張)

３位 荒木 絢斗 (ﾒﾃﾞｨｶﾙTC)

1R 2R 3R 4R 5R SF Final SF 5R 4R 3R 2R 1R
○数字はシード番号

稲田 和鷹 井上 空太

64 60
稲田 和鷹 井上 空太

62 稲田 和鷹 坂庭 銀河 62
65 61

川井 小太郎 坂庭 銀河

60 稲田 和鷹 60
60 篠原 源希

62
新垣 雄悠 篠原 源希

W.O. 62
新垣 雄悠

64 篠原 源希

小石 諒太 60 田島 知徳

64 65
荒木 絢斗 菊島 悠斗

W.O. 60
長沼 悠貴 宋 智毅

62 62
佐伯 陸 岩橋 愛輝

60 荒木 絢斗 65
61 石井 魁

岩橋 愛輝 61
荒木 絢斗 63
60

荒木 絢斗 檜山 大地

64 W.O.
梅田 優成 宋 智毅

W.O. 61
広沢 一輝

藤本 大地 W.O.
藤本 大地 60
60 Final 宋 智毅

藤本 大地 宋 智毅 61 越智 強真

W.O. 82 63
坂庭 風雅 宋 智毅 宋 智毅

98(6) W.O. 60
大西 雄太

62
大西 雄太 片桐 広翔

W.O. 岡崎 玲 62
60 片桐 広翔

片桐 広翔 61
岡崎 玲 61
62

坂庭 風雅 小川 直太

63 62
瀬川 幸佑 梅澤 慎平

62 61
戒田 隆隼

坂庭 風雅 60
武藤 巧望 60
62 梅澤 慎平

坂庭 風雅 60 梅澤 慎平

60 61
坂庭 風雅 梅澤 慎平

62 60
桑原 優介

62 (N.S.)

川野 光揮 北野 陽介

65 高野 凌征 65
65 北野 陽介

加澤 悠真 61
高野 凌征 64
62

高野 凌征 加澤 悠真

64 65
小布施 佳太 加澤 悠真

62 63
槐 蒼太

篠浦 憲哉 61
篠浦 憲哉 61
W.O. 槐 蒼太

篠浦 憲哉 65 坂本 慧

W.O. 60
坂本 慧

64

3位決定戦

荒木 絢斗

W.O.

財前 武拓 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 40

2 中川 僚介 (A-one) 高橋 悠斗

1 岡本 涼真 (VOTA)

(春江小) 41

①

3 稲田 和鷹 (INABA T.S.) 井上 空太 (fellows SPORTS) 42

4 牧野 陽生 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 森数 勇正 (てにしんぐ) 43

坂庭 銀河 (Ken's海浜幕張) 44

6 石井 泰斗 (ﾒﾃﾞｨｶﾙTC) 亀谷 怜央

5 川井 小太郎 (ﾌﾘｰ)

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 45

7 新垣 雄悠 (日の出南小) 篠原 源希 (VOTA) 46

8 中島 浩貴 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 田島 知徳 (A-one) 47

堀上 稜太 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 48

10 長沼 悠貴 (fellows SPORTS) 菊島 悠斗

9 小石 諒太 (fellows SPORTS)

(fellows SPORTS) 49

11 彦田 樹宏 (ｾﾝﾄﾗﾙ新浦安) 岩橋 愛輝 (ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ) 50

14 藤川 晟矢 (ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ) 檜山 大地

13 荒木 絢斗 (ﾒﾃﾞｨｶﾙTC)

12 佐伯 陸 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 田澤 大和 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 51

15 尾野 琥珀 (S.ONEｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ) 武藤 遥希 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC) 54

16 梅田 優成 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 広沢 一輝 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 55

19 森本 悠央 (てにしんぐ) 河村 響 (ﾙﾈｻﾝｽ浦安)

石原 碧人 (A-one)

18 藤本 大地 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 越智 強真

17 伊藤 良晟 (A-one)

20 川畑 遼真 (fellows SPORTS) 宋 智毅 (ﾁｰﾑ0日の出小) 59

23 静谷 匡 (ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ) 指田 悠希 (ｾﾝﾄﾗﾙ新浦安)

青山 晟丈 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

22 栗原 陽 (A-one) 片桐 広翔

21 大西 雄太 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

24 岡崎 玲 (ｱｽﾘｰﾄﾞTA) 沼田 登也 (美浜南小) 63

27 武藤 巧望 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC) 戒田 隆隼 (fellows SPORTS)

小川 直太 (ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ)

26 磯 圭彰 (ﾒﾃﾞｨｶﾙTC) 菅沼 虎太郎

25 瀬川 幸佑 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

28 近藤 新 (fellows SPORTS) 梅澤 慎平 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 67

31 中島 和希 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 山本 幸悠 (A-one)

宮里 悠太郎 (ﾒﾃﾞｨｶﾙTC)

30 桑原 優介 (A-one) 松山 智哉

29 坂庭 風雅 (Ken's海浜幕張)

32 川野 光揮 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 花垣 伊里哉 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 71

北野 陽介 (KION千葉)

34 山里 泰己 (てにしんぐ) 堺 栄吉

33 高野 凌征 (明海南小)

(ﾒﾃﾞｨｶﾙTC)

(fellows SPORTS) 75

35 小布施 佳太 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 加澤 悠真 (行徳小)

36 野口 蒼太 (A-one) 山本 響太
76

74

39 髙松 裕太郎 (美浜北小) 坂本 慧 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC)

槐 蒼太 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

38 篠浦 憲哉 (高洲小) 黒田 逞太

37 宮本 匠 (fellows SPORTS)

64

62

(A-one) 61

60

58

(fellows SPORTS) 57

56

石井 魁 (ﾒﾃﾞｨｶﾙTC) 52

(A-one) 53

両 者 棄 権 ( )13 荒木 絢斗 (ﾒﾃﾞｨｶﾙTC)

(てにしんぐ) 65

73

72

70

(ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 69

68

66

78

太田 藍人 (INABA T.S.) 79

(毎日庭球日) 77

②



第２８回浦安市ジュニアテニス大会
男子１５歳以下

優勝 白井 勇輝 (蒲原中学校)

準優勝 池末 直生 (篠崎二中)

３位 村田 大弥 (葛西二中)

４位 鎌田 啓吾 (村上東中)

1R 2R 3R 4R 5R SF Final SF 5R 4R 3R 2R 1R
○数字はシード番号

村田 大弥 池末 直生

60 62
本間 友規 増田 漣

76(10) W.O.
村田 大弥 池末 直生

62 63
植草 大和 北村 祐人

W.O. 60
須藤 佑也 北村 祐人

76(0) 62
須藤 佑也 池末 直生

W.O. 村田 大弥 63
61 小堀 裕太

62
伊東 大洋 小堀 裕太

64 60
山下 雄叶 小堀 裕太

62 62
大丸 悠太朗 臼井 涼馬

62 63
大丸 悠太朗 臼井 涼馬

61 60
大丸 悠太朗 池末 直生

63 村田 大弥 62
60 江森 慎之介

60
細井 大碧 江森 慎之介

62 62
大場 貴仁 江森 慎之介

63 64
細井 大碧 川島 広夢

62 63
髙橋 悟央 森島 颯海

62 60
髙橋 悟央

60 柳田 勝多

細井 大碧 62 柳田 勝多

62 62
坂野 生颯 柳田 勝多

W.O. 60
坂野 生颯 手島 勇太

64 62
青木 革 柳田 勝多

61 64
青木 革 水上 琉希

61 Final 60
青木 革 白井 勇輝 水上 琉希

61 97 60
白井 勇輝 池末 直生

84 85
小沢 亮太 小布施 悠太

62 64
峯 巧 小布施 悠太

60 61
坂本 篤志 小布施 悠太

63 64
坂本 篤志 犬塚 大河

64 64
坂本 篤志 犬塚 大河

60 60
安西 陽 鎌田 啓吾

61 坂本 篤志 60
63 徐 煥迪

W.O.
関 大翔 徐 煥迪

60 W.O.
藤澤 奏太 鎌田 啓吾

63 60
関 大翔 鎌田 啓吾

61 60
谷本 晃洋 鎌田 啓吾

W.O. 60
髙橋 佳佑

63 鎌田 啓吾

白井 勇輝 64 高野 隼征

60 62
増田 綸 柏村 海凪

W.O. 64
増田 綸 高野 隼征

63 61
金子 瑞基 佐藤 天飛

61 60
永井 大凱 佐藤 天飛

60 W.O.
金子 瑞基

63 高野 隼征

白井 勇輝 63 木村 灯吾

61 76(5)
白井 勇輝 今西 瑛司

62 61
白井 勇輝 今西 瑛司

60 60
白井 勇輝 今西 瑛司

60 64
折原 優太 三島 大翔

61 63
折原 優太 森山 雄一朗

63 60

3位決定戦

池末 直生 (篠崎二中) 51

2 本間 友規 (成城中) 増田 漣
1 村田 大弥 (葛西二中)①

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 52

大勝 至徳 (小松川第二中) 田中 馨太郎 (馬込東中) 53

4 植草 大和 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 本田 雄巳 (瑞江中学校) 54

3

北村 祐人 (小松川第二中) 55

6 光田 優太郎 (小松川第二中) 金子 翔汰
5 平原 夕輝 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC)

(早稲田中) 56

7 須藤 佑也 (篠崎二中) 山本 真大 (篠崎二中) 57

8 伊東 大洋 (専修大松戸中) 磯部 浬 (小松川第二中) 58

小堀 裕太 (A-one) 59

10 狩峰 知広 (篠崎二中) 臼井 涼馬
9 山下 雄叶 (瑞江中学校)

(KION千葉) 60

11 篠原 正樹 (小松川第二中) 小森 春幸 (瑞江中学校) 61

12 大丸 悠太朗 (fellows SPORTS) 深谷 一路 (小松川第二中) 62

艸香 祐太朗 (瑞江中学校) 63

14 細井 大碧 (渋谷教育幕張中) 江森 慎之介
13 樋口 澄春 (篠崎二中)

(小松川第二中) 64

15 沼口 楓 (A-one) 齋藤 匠 (篠崎二中) 65

16 大場 貴仁 (篠崎二中) 川島 広夢 (渋谷教育幕張中) 66

渡邊 陽登 (篠崎二中) 67

18 髙橋 悟央 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 森島 颯海
17 池田 拓人 (瑞江中学校)

(fellows SPORTS) 68

19 石川 元基 (小松川第二中) 柳田 勝多 (市川中) 69

20 藤村 一磨 (南市川TG) 佐藤 航之介 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 70

秋山 璃瑠 (篠崎二中) 71

22 田島 宙 (小松川第二中) 手島 勇太
21 坂野 生颯 (瑞江中学校)

(小松川第二中) 72

23 木平 一颯 (篠崎二中) 髙橋 柊太 (瑞江中学校) 73

24 青木 革 (小松川第二中) 水上 琉希 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 74

渋谷 悠斗 (小松川第二中) 75

26 小沢 亮太 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 小田 悠斗
25 加藤 紘太 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

(篠崎二中) 76

27 峯 巧 (瑞江中学校) 田中 亮介 (瑞江中学校) 77

28 大西 秀汰 (小松川第二中) 小布施 悠太 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 78

飯野 颯真 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC) 79

30 坂本 篤志 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 犬塚 大河
29 小関 修生 (ｵｰﾙｽﾎﾟｰﾂTS)

(fellows SPORTS) 80

31 福井 颯太 (小松川第二中) 石川 結基 (小松川第二中) 81

32 安西 陽 (篠崎二中) 都賀 兵庫 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 82

徐 煥迪 (小松川第二中) 83

34 藤澤 奏太 (fellows SPORTS) 小杉 朋生
33 関 大翔 (篠崎二中)

(篠崎二中) 84

35 浦田 大雅 (小松川第二中) 池島 葵 (瑞江中学校) 85

36 谷本 晃洋 (瑞江中学校) 鎌田 啓吾 (村上東中) 86

松村 匠 (小松川第二中) 87

38 髙橋 佳佑 (篠崎二中) 高野 隼征
37 丸尾 航輝 (富岡中)

(A-one) 88

39 篠原 佑介 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC) 柏村 海凪 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 89

40 増田 綸 (瑞江中学校) 佐藤 壮 (小松川第二中) 90

佐藤 天飛 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 91

42 永井 大凱 (A-one) 馬塲 陸斗
41 近藤 海斗 (篠崎二中)

(小松川第二中) 92

43 伊藤 克 (小松川第二中) 宮澤 優太 (篠崎二中) 93

44 金子 瑞基 (篠崎二中) 金井 優弥 (瑞江中学校) 94

木村 灯吾 (小松川第二中) 95

46 白井 勇輝 (蒲原中学校) 原田 克樹
45 寺嶋 孝太朗 (早稲田中)

(ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ) 96

47 神田 圭一郎 (小松川第二中) 今西 瑛司 (篠崎二中) 97

100

48 山岸 大侍 (小松川第二中) 藤本 拓磨 (小松川第二中) 98

50 今仲 晴哉 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 森山 雄一朗
49 折原 優太 (篠崎二中)

鎌田 啓吾 (村上東中) 86

三島 大翔 (篠崎二中) 99

(東海大浦安中)

1 村田 大弥 (葛西二中)

村田 大弥

63



第２８回浦安市ジュニアテニス大会 　
男子18歳以下

優勝 加澤 秀弥 (市川市立第七中)

準優勝 近藤 駿平 (東京学館浦安高)

３位 下村 たかし (東邦大東邦高)

４位 会田 諒 (都立城東高校)

1R 2R 3R 4R SF Final SF 4R 3R 2R 1R
○数字はシード番号

下村 たかし 会田 諒

60 W.O.

河崎 優太郎 会田 諒

W.O. 62

下村 たかし 田村 渉

61 63

和田 英将 会田 諒

W.O. 60

和田 英将 瀧口 侑平

62 62

川口 瑠偉 尾添 友哉

64 64

下村 たかし 尾添 友哉

63 63

竹内 祐人 会田 諒

64 64

筒井 博隆 塚田 航平

76(1) 60

筒井 博隆 塚田 航平

W.O. 60

村田 大和 田下 優太

60 W.O.

村田 大和 塚田 航平

62 62

村田 大和 田中 慎之輔

63 Final 63

本田 光哉 加澤 秀弥 浜野 聡一郎

W.O. 83 62

加澤 秀弥 近藤 駿平

84 W.O.

海口 航輝 太田 翔吾

76(0) 60

海口 航輝 太田 翔吾

62 64

三浦 礼夢 木本 政孝

64 75

安藤 祥吾 原口 知哲

62 61

向後 智輝 原口 知哲

63 63

安藤 祥吾 原口 知哲

61 75

安藤 祥吾 鈴木 雅斗

61 60

加澤 秀弥 近藤 駿平

60 75

加澤 秀弥 三舩 瀬南

60 W.O.

加澤 秀弥 近藤 駿平

61 61

三村 卓巳 近藤 駿平

W.O. W.O.

加澤 秀弥 近藤 駿平

60 61

貫井 柾希 高津 直也

62 64

筈井 悠斗 高津 直也

60 W.O.

筈井 悠斗

62

3位決定戦

会田 諒 (都立城東高校) 32

2 吉田 智一 (都立城東高校) 木村 柊弥

1 下村 たかし (東邦大東邦高)

(上野学園高) 33

①

3 河崎 優太郎 (岩倉高) 田村 渉 (東京学館浦安高) 34

4 和田 英将 (TEAM ZERO) 榊 優樹 (浦安南高) 35

橋本 雄毅 (岩倉高) 36

6 川口 瑠偉 (東海大浦安高) 瀧口 侑平

5 近藤 蒼真 (東京学館浦安高)

(東京学館浦安高) 37

7 武井 海斗 (上野学園高) 尾添 友哉 (上野学園高) 38

8 竹内 祐人 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 山岡 光太 (東邦大東邦高) 39

稲見 仁来 (上野学園高) 40

10 筒井 博隆 (東邦大東邦高) 塚田 航平

9 高橋 弘成 (上野学園高)

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 41

11 佐藤 喜紀 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 田下 優太 (ﾌｪﾘｴﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 42

12 加賀 照英 (浦安南高) 中西 映人 (東邦大東邦高) 43

田中 慎之輔 (蔵前工業高) 44

14 山岸 新 (上野学園高) 髙野 優也

13 村田 大和 (東京学館浦安高)

(東京学館浦安高) 45

15 本田 光哉 (千葉西高) 浜野 聡一郎 (県立千葉西高校) 46

16 海口 航輝 (東邦大東邦高) 太田 翔吾 (東京学館浦安高) 47

黒木 禄 (上野学園高) 48

18 三浦 礼夢 (東京学館浦安高) 木本 政孝

17 安達 数眞 (都立城東高校)

(都立篠崎高校) 49

19 佐藤 大介 (上野学園高) 岡崎 祐斗 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 50

20 向後 智輝 (浦安高) 原口 知哲 (上野学園高) 51

石渡 春毅 (都立東高) 52

22 山本 渓太 (東京学館浦安高) 片山 堅登

21 石川 恭平 (都立篠崎高校)

(岩倉高) 53

23 安藤 祥吾 (東邦大東邦高) 鈴木 雅斗 (東邦大東邦高) 54

24 加澤 秀弥 (市川市立第七中) 三舩 瀬南 (fellows SPORTS) 55

56

26 大山 拓馬 (上野学園高) 髙𣘺𣘺 秀斗

25 松本 拓人 (ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ)

27 三村 卓巳 (東京学館浦安高) 近藤 駿平 (東京学館浦安高)

富田 真未 (浦安南高)

28 貫井 柾希 (上野学園高) 川井 大介 (東邦大東邦高) 59

60

30 安田 康平 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 朝野 賢大朗

29 鈴木 駿吾 (岩倉高)

31 筈井 悠斗 (東邦大東邦高)

高津 直也 (てにしんぐ)

下村 たかし

W.O.

②

(都立城東高校) 32下村 たかし (東邦大東邦高) 会田 諒

(日出学園高) 61

58

(上野学園高) 57

1



第２８回浦安市ジュニアテニス大会 　
女子１２歳以下

優勝 檜山 はな (A-one)

準優勝 齋藤 来実 (第五葛西小)

３位 堀場 ゆりか (A-one)

３位 石川 颯姫 (A-one)

1R 2R 3R SF Final SF 3R 2R 1R
○数字はシード番号

堀場 ゆりか 北川 あおい

63 64

丸尾 柑和 西野 優里佳

64 63

堀場 ゆりか 西野 優里佳

61 60

和田 莉奈 石川 颯姫

60 60

和田 莉奈 齋藤 菜結

64 Final 64

中島 杏子 檜山 はな 石川 颯姫

63
82

60

齋藤 来実 檜山 はな 石川 颯姫

W.O. W.O. 60

橋本 彰子

63

齋藤 来実 中島 果

63 60

齋藤 来実 中島 果

60 62

齋藤 来実 松本 ひかり

61 W.O.

齋藤 るりあ 檜山 はな

W.O. 65

松本 美知花 栗原 ゆき

65 62

松本 美知花 檜山 はな

61 61

檜山 はな

W.O.

3位決定戦

北川 あおい (明海南小) 16

2 丸尾 柑和 (東野小) 住吉 結菜

1 堀場 ゆりか (A-one)

(A-one) 17

3 大城 詩史 (fellows SPORTS) 小堀 美侑 (A-one) 18

4 和田 莉奈 (A-one) 西野 優里佳 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 19

川畑 美月 (fellows SPORTS) 20

6 石橋 梨央 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 齋    菜結

5 指田 悠海 (ｾﾝﾄﾗﾙ新浦安)

(ｱｽﾘｰﾄﾞTA) 21

7 中島 杏子 (毎日庭球日) 佐藤 瞭 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 22

8 萱島 小晴 (fellows SPORTS) 石川 颯姫 (A-one) 23

橋本 湘子 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 24

10 池田 さくら (A-one) 中島 果

9 橋本 彰子 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC)

(毎日庭球日) 25

11 齋藤 来実 (第五葛西小) 松本 ひかり (あじさいｲﾝﾄﾞｱTS) 26

12 齋    るりあ (ｱｽﾘｰﾄﾞTA) 小島 双葉 (A-one) 27

松本 美知花 栗原 ゆき

13 片山 愛梨 (GODAIﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ船橋)

1 堀場 ゆりか (A-one)

(fellows SPORTS) 29

15 岩田 栞愛 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 土佐 彩華 (船橋市立小栗原小)

石川 颯姫 (A-one) 23

14

(N.S.)

②

①

30

檜山 はな (A-one) 31

久田 菜緒 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 28

(A-one)



第２８回浦安市ジュニアテニス大会 　
女子１５歳以下

優勝 谷島 和実 (A-one)

準優勝 大澤 琴葉 (fellows SPORTS)

３位 和田 紗英 (TEAM ZERO)

４位 森田 瞳 (市川中)

1R 2R 3R 4R SF Final SF 4R 3R 2R 1R
○数字はシード番号

中島 英 秋元 帆菜

63 W.O.

今仲 悠月 秋元 帆菜

62 中島 英 62

61 森田 瞳

64

鈴木 愛華 森田 瞳

W.O. 61

和田 紗英 森田 瞳

W.O. 60

和田 紗英 森田 瞳

60 64

和田 紗英 石川 珠鈴

60 63

和田 紗英 中野 天寧

60 W.O.

河野 咲菜 石川 珠鈴

62 Final 76(5)

河野 咲菜 谷島 和実 篠原 唯花

60 81 W.O.

大澤 琴葉 谷島 和実 篠原 唯花

83 80 61

佐藤 芙美

62

佐藤 芙美 中山 航子

61 64

大澤 琴葉 中山 航子

61 W.O.

大澤 琴葉 谷島 和実

61 60

大澤 琴葉 谷島 和実

61 60

大澤 琴葉 谷島 和実

61 60

北山 優衣 谷島 和実

63 61

北山 優衣 笠原 美羽

63 61

阿部 朱里 岡 あかり

60 62

米澤 楓香 宇田川 実央

61 60

阿部 朱里 宇田川 実央

64 61

宇田川 実央

W.O.

3位決定戦

下地 真維 (ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ) 24

2 近藤 ひなた (篠崎二中) 長沢 花菜

1 中島 英 (深川第三中)

(篠崎二中) 25

①

3 今仲 悠月 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 秋元 帆菜 (瑞江中学校) 26

4 鈴木 愛華 (瑞江中学校) 森田 瞳 (市川中) 27

根岸 亜実 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 28

6 大藤 榛華 (篠崎二中) 船 瑞穂

5 齋藤 朱乃 (渋谷教育幕張中)

(篠崎二中) 29

7 和田 紗英 (TEAM ZERO) 石川 珠鈴 (瑞江中学校) 30

8 佐々木 花乃音 (中村中) 中野 天寧 (中村中) 31

11 石川 千暖 (瑞江中学校) 浅羽 美希 (渋谷教育幕張中)

武田 瑠菜 (A-one)

10 渡辺 愛菜 (山脇学園中) 篠原 唯花

9 河野 咲菜 (篠崎二中)

12 鈴木 笙子 (中村中) 清水 理央 (南行徳中) 35

15 森田 輝 (市川中) 佐藤 日女名 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC)

下岡 乃愛 (篠崎二中)

14 小池 桃花 (篠崎二中) 中山 航子

13 佐藤 芙美 (瑞江中学校)

16 大澤 琴葉 (fellows SPORTS) 谷島 和実 (A-one) 39

19 佐藤 花保 (A-one) 笠原 美羽 (学習院女子中)

森田 寧々 (瑞江中学校)

18 杉浦 叶実 (篠崎二中) 鷲尾 泉

17 澁川 舞乃 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC)

(篠崎二中)

20 北山 優衣 (D-tennis) 金田 美咲 (瑞江中学校) 43

23 阿部 朱里 (瑞江中学校) 飯田 菜月 (篠崎二中)

岡 あかり (中村中)

22 米澤 楓香 (てにしんぐ) 宇田川 実央

21 柏崎 華 (篠崎二中)

32

46

内野 花音 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 47

(TEAM ZERO) 45

44

42

277 和田 紗英 (TEAM ZERO)

(篠崎二中) 33

41

40

38

(中村中) 37

36

34

和田 紗英

森田 瞳 (市川中)
61



第２８回浦安市ジュニアテニス大会 　
女子１８歳以下

優勝 藤原 萌乃 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

準優勝 鈴木 麗美 (専修大松戸高)

３位 井上 美優 (山脇学園高)

４位 猪股 五月 (東京学館浦安高)

1R 2R 3R SF Final SF 3R 2R 1R
○数字はシード番号

ｚ

猪股 五月 竹矢 秋穂

60 64

猪股 五月 齋藤 菜々子

62 61

畑中 友那 齋藤 菜々子

W.O. W.O.

猪股 五月 井上 美優

60 63

大平 菜緒 井上 美優

W.O. 63

矢田貝 有希 井上 美優

63 Final 60

矢田貝 有希 藤原 萌乃 渡辺 里奈

64 85 W.O.

藤原 萌乃 鈴木 麗美

83 84

芦名 花野 萩原 杏奈

61 60

芦名 花野 萩原 杏奈

62 60

柳本 理沙 安川 しおり

W.O. 63

藤原 萌乃 鈴木 麗美

60 63

野上 珠緒 小谷 彩夏

64 62

藤原 萌乃 鈴木 麗美

60 61

藤原 萌乃 鈴木 麗美

62 63

3位決定戦

221 猪股 五月 井上 美優(東京学館浦安高) (山脇学園高)

16 石川 菜々緒 (市川南高) 大川 鈴桜 (東京学館浦安高) 32

井上 美優

75

15 藤原 萌乃 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 鈴木 麗美 (専修大松戸高) 31

14 中野 歩美 (都立城東高校) 小谷 彩夏 (都立篠崎高校) 30

13 野上 珠緒 (東京学館浦安高) 池内 梨乃 (中村高) 29

12 柳本 理沙 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 大丸 清楓 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞ) 28

11 森島 汐音 (市川東高) 安川 しおり (東京学館浦安高) 27

10 吉本 舞 (都立篠崎高校) 萩原 杏奈 (市川南高) 26

9 芦名 花野 (中村高) 岩渕 咲希 (都立城東高校) 25

(都立篠崎高校) 渡辺 里奈 (都立篠崎高校) 23

8 島田 紗江 (都立城東高校) 長野 リサ (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 24

7 矢田貝 有希

(東京学館浦安高) 財部 瑠奈 (都立城東高校) 21

6 越間 優 (山脇学園高) 井上 美優 (山脇学園高) 22

5 大平 菜緒

(中村高) 田中 千逸 (桜丘高) 19

4 畑中 友那 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 齋藤 菜々子 (東京学館浦安高) 20

3 礒山 瑞希

(東京学館浦安高) 黒川 彩美 (都立篠崎高校) 17

2 中川 奈旺美 (浦安高) 竹矢 秋穂 (中村高) 18

1 猪股 五月
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