
第30回浦安市ジュニアテニス大会 　
男子12歳以下

優勝 長沼 悠貴 (VOTA)

準優勝 森本 悠央 (南葛西小)

3位 梅澤 慎平 (春江小)

4位 北村 亮雅 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

1R 2R 3R 4R 5R SF SF 5R 4R 3R 2R 1R
〇数字はシード

長沼 悠貴 指田 悠希

62 75
蓮尾 類 指田 悠希

61 長沼 悠貴 藤原 希夢 W.O.

63 61

彦田 樹宏 藤原 希夢

60 長沼 悠貴 檜山 大地 62
61 60

横尾 拓海 檜山 大地

60 60
横尾 拓海 檜山 大地

63 60
小田垣 龍青 多田 瑞樹

60 長沼 悠貴 62
61 北村 亮雅

61

靜谷 匡 石井 煌

60 63
靜谷 匡 池田 純平

62 60
松岡 俊佑 池田 純平

60 W.O.

阿部 翔平

64 北村 亮雅

阿部 翔平 61 北村 亮雅

60 60
阿部 翔平

61 Final 北村 亮雅

石井 優大 長沼 悠貴 76(4)
磯崎 聖良

60 86 61
長沼 悠貴 森本 悠央 磯崎 聖良

82 W.O. 61
松山 智哉

61
松山 智哉 山口 大翔

W.O. 菅沼 虎太郎 62
60 高山 悠己

62
菅沼 虎太郎 高山 悠己

64 菅沼 虎太郎 63
W.O. 亀谷 怜央

63

石原 碧人 川口 明士

60 62
石原 碧人 亀谷 怜央

60 60
田中 力 亀谷 怜央

61 61
梅澤 慎平

63 森本 悠央

小布施 佳太 61 小田島 圭

62 W.O.

梅澤 慎平 大藏 凛乃佑

63 63
梅澤 慎平 大藏 凛乃佑

60 76(2)

梅澤 慎平 森本 悠央

谷島 真ッ咲 W.O. 61 大川 浩輝

60 63

谷島 真ッ咲 森本 悠央

財前 武拓 63 60 堀上 稜太

60 64
財前 武拓 森本 悠央

63 61

3位決定戦

W.O.

梅澤 慎平

61

60

58

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 57

56

54

(ﾏﾏﾊﾟﾊﾟtennis)

55

②70

29 梅澤 慎平 (春江小) 北村 亮雅 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 50

(ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 69

68

66

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 65

64

62

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

35 平山 蒼 (清新第一中) 森本 悠央 (南葛西小)

毛利 健太 (春江小)

34 財前 武拓 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 堀上 稜太

33 齋藤 凪 (塩浜学園)

32 谷島 真ッ咲 (区立鎌田小) 藤原 将大 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 67

31 貴堂 史隆 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 大川 浩輝 (ﾆｯｹｺﾙﾄﾝTG)

藤田 陽太 (西小松川小)

30 田原 翼聖 (北部小) 大藏 凛乃佑

29 梅澤 慎平 (春江小)

28 今村 祐太 (ｾﾝﾄﾗﾙ新浦安) 野口 蒼太 (fellows SPORTS) 63

27 小布施 佳太 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 小田島 圭 (ｾﾝﾄﾗﾙ新浦安)

谷本 瀬凪 (区立鎌田小)

26 田中 力 (ﾆｯｹｺﾙﾄﾝTG) 亀谷 怜央

25 酒井 隆太郎 (fellows SPORTS)

24 石原 碧人 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 川口 明士 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 59

23 中村 真翔 (ｸﾚｰﾙITS) 山内 琉翔 (浦安東小)

小田垣 青澄 (清新一小)

22 菅沼 虎太郎 (てにしんぐ) 高山 悠己

21 伊藤 秀真 (SCJTA八千代)

19 西原 宇浩 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 佐藤 勇斗 (北部小)

20 松山 智哉 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 山口 大翔 (ｸﾚｰﾙITS)

磯崎 聖良 (KION南市川) 52

18 岡野 幹大 (ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ新浦安) 吉見 一樹

17 石井 優大 (てにしんぐ)

53

16 鶴田 涼介 (春江小) 甲斐 直孝 (fellows SPORTS) 51

15 阿部 翔平 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 北村 亮雅 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 50

池田 純平 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 48

14 松永 淳夢 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 佐藤 漣

13 佐藤 海斗 (北部小)

(ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC) 49

12 松岡 俊佑 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC) サテー アルシュ (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 47

11 靜谷 匡 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 石井 煌 (ｻﾑﾗｲPAL) 46

有働 天真 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 44

10 田中 聡有 (西一之江小) 鶴田 虎太郎

9 竹内 翼 (fellows SPORTS)

(春江小) 45

8 小田垣 龍青 (清新一小) 多田 瑞樹 (第三松江小) 43

7 池田 拓帆 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 白井 彩人 (新井小) 42

藤原 希夢 (fellows SPORTS) 40

6 横尾 拓海 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 檜山 大地

5 荒井 翔 (浦安市立美浜南小)

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 41

4 彦田 樹宏 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 狩俣 遼平 (てにしんぐ) 39

3 川奈部 絢世 (ｾﾝﾄﾗﾙ新浦安) 今西 輝之進 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 38

小堀 脩太 (A-one) 36

2 蓮尾 類 (西小松川小) 指田 悠希

① 1 長沼 悠貴 (VOTA)

(ｾﾝﾄﾗﾙ新浦安) 37



第30回浦安市ジュニアテニス大会 　

男子15歳以下
優勝 瀬戸 嵐 (かえつ有明中)

準優勝 本間 友規 (A-one)

3位 津野 迦成 (麻布中)

4位 西谷 藍 (かえつ有明中)

1R 2R 3R 4R 5R SF SF 5R 4R 3R 2R 1R
〇数字はシード

三輪 丈琉 齋藤 虹友

W.O. 61
三輪 丈琉 長野 佑樹

W.O. 61
時吉 航生 長野 佑樹

W.O. 61
時吉 航生 本間 友規

60 W.O.
時吉 航生 劉 瀚沢

60 61
高橋 佳寿 本間 友規

63 60
津野 迦成 本間 友規

60 60
鈴木 凌空 本間 友規

W.O. 65
石井 魁 中島 和希

60 60
石井 魁 宮本 匠

60 61
津野 迦成 宮本 匠

65 61
津田 瞬 相田 陸

63 W.O.
津野 迦成 山岸 秀侍

60 62
津野 迦成 相田 陸

62 62
津野 迦成 相田 陸

62 64
久保 孝介 本間 友規

63 60
龍澤 歩夢 増山 琉斗

62 61
龍澤 歩夢 増山 琉斗

64 60
有川 晄陽 矢矧 大輔

61 60
五木田 琥珀 林 優聖

W.O. 64
有川 晄陽 北村 岳

62 60
有川 晄陽 林 優聖

61 63
有川 晄陽 林 優聖

62 62
三橋 遼太 林 優聖

W.O. 63
三橋 遼太 細井 開途

62 64
清水 丈 サザーランド 成斗

75 60
松本 祐 サザーランド 成斗

61 W.O.
藤原 結人 井上 空太

60 0RET
松本 祐 井上 空太

63 Final W.O.
松本 祐 瀬戸 嵐 井上 空太

76(4) 83 W.O.
瀬戸 嵐 本間 友規

86 84
ヘンリー 太郎 織戸 奏輝

62 64
ヘンリー 太郎 古市 悠斗

61 75
鍜治本 陽 古市 悠斗

64 60
ヘンリー 太郎 畑中 太冴

60 64
栗山 亮斗 畑中 太冴

W.O. 62
野崎 秀太 畑中 太冴

62 60
野崎 秀太 小宮山 亮

64 64
瀬戸 嵐 畑中 太冴

63 63
菅原 響 川端 天斗

W.O. W.O.
菅原 響 高橋 悠斗

61 60
阿部 伊吹 高橋 悠斗

W.O. 60
瀬戸 嵐 高橋 悠斗

62 W.O.
平尾 陸登 宮城 颯侑太

62 60
瀬戸 嵐 山田 和弥

60 62
瀬戸 嵐 山田 和弥

61 62
瀬戸 嵐 西谷 藍

61 W.O.
小松 泉里 阿部 楓将

75 61
小松 泉里 阿部 楓将

63 61
池島 悠貴 下杉 竜矢

60 W.O.
小松 泉里 西谷 藍

60 62
吉田 有輝 西谷 藍

61 W.O.
上田 悠斗 西谷 藍

64 62
上田 悠斗 石塚 柚歩

63 62
小松 泉里 西谷 藍

W.O. 62
渡邉 幸一郎 竹内 由真

64 W.O.
渡邉 幸一郎 竹内 由真

60 64
高野 凌征 向井 康晴

W.O. 62
吉田 玄

(NotPlayed) 62
増田 律 宮澤 蓮

62 76(5)
奥田 一斗 吉田 玄

62 62
奥田 一斗

61

3位決定戦

61

(立教新座中) 113

112

110

(てにしんぐ)

122

121

120

118

117

116

114

15 津野 迦成 (麻布中) 西谷 藍

(A-one) 125

63 武田 慶斗 (小松川二中)

(かえつ有明中) 115

津野 迦成

宮澤 蓮 (瑞江中) 124

62 奥田 一斗 (かえつ有明中) 吉田 玄

61 沓澤 拓 (市川中)

60 増田 律 (成城中) 須賀 悠吏 (篠崎二中) 123

59 堀川 拓人 (小松川二中) 向井 康晴 (fellows SPORTS)

竹内 由真 (かえつ有明中)

58 高野 凌征 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 牧野 陽生

57 竹本 智紀 (篠崎二中)

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

56 渡邉 幸一郎 (fellows SPORTS) 渡邊 友稀 (小松川二中) 119

55 上田 悠斗 (ｾﾝﾄﾗﾙ新浦安) 石塚 柚歩 (瑞江中)

緑川 喜久 (市川中)

54 影山 颯 (小松川二中) 中島 匠吾

53 津田 陸人 (篠崎二中)

(小松川二中)

52 吉田 有輝 (東海大浦安中) 西谷 藍 (かえつ有明中) 115

111

51 池島 悠貴 (瑞江中) 下杉 竜矢 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC)

角舘 佑一 (篠崎二中)

50 山崎 颯人 (小松川二中) 西尾 朋輝

49 小松 泉里 (かえつ有明中)

47 平澤 一輝 (篠崎二中) 武 雅人 (小松川二中)

48 中村 大翔 (ｸﾚｰﾙITS) 阿部 楓将 (小松川二中)

宮城 颯侑太 (篠崎二中) 108

46 瀬戸 嵐 (かえつ有明中) 山田 和弥

45 平尾 陸登 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC)

109

44 佐藤 大雅 (瑞江中) 中島 浩貴 (東海大浦安中) 107

43 阿部 伊吹 (小松川二中) 高橋 悠斗 (篠崎二中) 106

小野田 広海 (市川中) 104

42 菊島 悠斗 (fellows SPORTS) 菊池 拓海

41 小堀 裕太 (A-one)

(小松川二中) 105

40 菅原 響 (篠崎二中) 川端 天斗 (かえつ有明中) 103

39 芦刈 耀 (かえつ有明中) 木野 修慈 (かえつ有明中) 102

小石 諒太 (fellows SPORTS) 100

38 野崎 秀太 (東海大浦安中) 小宮山 亮

37 田辺 翔梧 (市川中)

(小松川二中) 101

36 栗山 亮斗 (小松川二中) 畑中 太冴 (麻布中) 99

35 荒平 拓真 (篠崎二中) 古市 悠斗 (篠崎二中) 98

織戸 奏輝 (瑞江中) 96

34 鍜治本 陽 (春江中) 星野 匠海

33 桝谷 海斗 (小松川二中)

(ｻﾝｺｰﾎﾟ) 97

32 ヘンリー 太郎 (かえつ有明中) 野田 和矢 (小松川二中) 95

31 松本 祐 (小松川二中) 石倉 和重 (小松川二中) 94

井上 空太 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 92

30 田邊 大誠 (瑞江中) 小山田 葵

29 舟木 巧 (篠崎二中)

(市川中) 93

28 藤原 結人 (渋谷教育幕張中) サザーランド 成斗 (西葛西中) 91

27 冨田 晃宏 (小松川二中) 山田 匠馬 (篠崎二中) 90

細井 開途 (小松川二中) 88

26 清水 丈 (かえつ有明中) 村越 岳人

25 三橋 遼太 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC)

(かえつ有明中) 89

24 佐久間 悠 (市川中) 増田 綾 (瑞江中) 87

23 及川 和優 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 林 優聖 (麻布中) 86

門間 大樹 (小松川二中) 84

22 有川 晄陽 (篠崎二中) 北村 岳

21 五木田 琥珀 (小松川二中)

(かえつ有明中) 85

20 瀧本 聖也 (瑞江中) 矢矧 大輔 (篠崎二中) 83

19 山崎 秀之 (D-tennis) 三輪 海斗 (小松川二中) 82

増山 琉斗 (東海大浦安中) 80

18 龍澤 歩夢 (小松川二中) ヴィシュア デサイ

17 加藤 捺希 (東海大浦安中)

(ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 81

16 久保 孝介 (かえつ有明中) 相田 陸 (かえつ有明中) 79

15 津野 迦成 (麻布中) 渡邉 秀翔 (瑞江中) 78

山岸 秀侍 (小松川二中) 76

14 山田 十望 (篠崎二中) 長谷川 晟也

13 松本 佳鑫 (小松川二中)

(D-tennis) 77

12 津田 瞬 (東海大浦安中) 宮本 匠 (渋谷教育幕張中) 75

11 石井 魁 (ｻﾑﾗｲPAL) 江口 銀太 (篠崎二中) 74

上田 侑生 (小松川二中) 72

10 根本 泰地 (篠崎二中) 中島 和希

9 鈴木 凌空 (かえつ有明中)

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 73

8 高山 輝 (小松川二中) 本間 友規 (A-one) 71

7 高橋 佳寿 (瑞江中) 屋 龍吾 (かえつ有明中) 70

小林 海結 (小松川二中) 68

6 徳永 智久 (かえつ有明中) 劉 瀚沢

5 阿部 純太 (篠崎二中)

(東海大浦安中) 69

4 時吉 航生 (fellows SPORTS) 隣垣内 颯馬 (ｸﾚｰﾙITS) 67

3 瀬川 幸佑 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 長野 佑樹 (fellows SPORTS) 66

齋藤 虹友 (篠崎二中) 64

2 三輪 丈琉 (専修大松戸中) 吉澤 雷蔵

① 1 江森 慎之介 (小松川二中)

(小松川二中) 65



第30回浦安市ジュニアテニス大会 　

男子18歳以下
優勝 折原 優太 (関東一高)

準優勝 中野 光貴 (市川昴高)

3位 池末 直生 (ｻﾘｭｰﾄﾃﾆｽ専門学校)

4位 北村 祐人 (小松川高)

1R 2R 3R 4R SF SF 4R 3R 2R 1R
〇数字はシード

近藤 健 池末 直生

62 63

近藤 健 池末 直生

63
中野 光貴

63

61
池末 直生

62

中野 光貴 平山 晃暉

62 62

中野 光貴 平山 晃暉

64 62

村田 大弥 池末 直生

60 61

永井 大凱 増田 漣

62 60

村田 大弥 増田 漣

63 60

川辺 響 増田 漣

63 Final 63

川辺 響 折原 優太 松本 侑久

60 84 65

中野 光貴 折原 優太 松本 侑久

W.O. 85 00RET

佐藤 凪

63

佐藤 凪 今仲 晴哉

W.O. 60

北村 祐人 今仲 晴哉

62 61

北村 祐人 今仲 晴哉

64 62

北村 祐人 艸香 祐太朗

64 65

北村 祐人 艸香 祐太朗

60 61

福島 篤史 折原 優太

65 62

福島 篤史 川口 怜士

W.O. 61

松浦 輝 川口 怜士

60 64

大森 悠生 折原 優太

64 62

松浦 輝 永田 涼介

64 63

折原 優太

62

3位決定戦

W.O. 池末 直生 (ｻﾘｭｰﾄﾃﾆｽ専門学校) 26

46

(かえつ有明高) 45

44

42

(城東高) 41

40

38

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 37

36

折原 優太 (関東一高) 47

16 北村 祐人 (小松川高)

池末 直生

23 松浦 輝 (てにしんぐ) 永田 涼介 (fellows SPORTS)

池島 葵 (小松川高)

22 大森 悠生 (かえつ有明高) 中山 雄翔

21 永井 瑛 (城東高)

20 福島 篤史 (蔵前工業高) 川口 怜士 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 43

19 清水 皓太 (城東高) 島倉 海 (城東高)

艸香 祐太朗 (東海大浦安高)

18 金子 真大 (日大一高) 駒場 一樹

17 大森 多朗 (かえつ有明高)

16 北村 祐人 (小松川高) 市原 明瑠 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC) 39

15 樋口 澄春 (江戸川ﾛｰﾝ) 鎌田 啓吾 (東京学館船橋高)

吉越 堅人 (城東高)

14 佐藤 凪 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC) 今仲 晴哉

13 川口 瑠偉 (東海大浦安高)

12 関 歩夢 (城東高) 稀代 奏 (かえつ有明高) 35

11 佐藤 竜寛 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC) 松本 侑久 (城東高) 34

植木 隆介 (小松川高) 32

10 石原 耀 (城東高) 宋 智毅

9 川辺 響 (かえつ有明高)

(日の出中) 33

8 永井 大凱 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 増田 漣 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 31

7 西田 圭斗 (城東高) 松本 大希 (城東高) 30

平山 晃暉 (かえつ有明高) 28

6 村田 大弥 (東葉高) 寺嶋 孝太朗

5 今西 瑛司 (関東一高)

(早稲田高) 29

4 中野 光貴 (市川昴高) 小泉 幸雅 (城東高) 27

3 近藤 健 (城東高) 池末 直生 (ｻﾘｭｰﾄﾃﾆｽ専門学校) 26

谷本 晃洋 (篠崎高) 24

2 小林 波音 (篠崎高) 斎藤 大聖

1 宮澤 優太 (小松川高)

(市川高) 25



第30回浦安市ジュニアテニス大会 　

女子12歳以下
優勝 松本 美知花 (A-one)

準優勝 山口 心暖 (A-one)

3位 永田 セイラ (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

4位 橋本 彰子 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC)

1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1R
〇数字はシード

橋本 彰子 寺内 慈

65 64

橋本 彰子 荻原 彩来

W.O. 63

橋本 彰子 荻原 彩来

61 62

菅井 美咲 永田 セイラ

W.O. 61

菅井 美咲 永田 セイラ

65 Final 63

西 咲幸 松本 美知花 永田 セイラ

60
86

60

山口 心暖 松本 美知花 松延 優衣

82 80 61

山口 心暖

63

山口 心暖 松本 美知花

62 62

若月 凛 松本 美知花

W.O. 60

山口 心暖 小池 乃愛

63 62

宇田川 咲和 松本 美知花

W.O. 61

宇田川 咲和 住吉 結菜

60 W.O.

小島 菜葉 住吉 結菜

61 W.O.

3位決定戦

63

大城 花音

永田 セイラ

30

28

2 橋本 彰子 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 永田 セイラ (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 20

(A-one) 29

永田 セイラ

15 小島 菜葉 (A-one) 指田 悠海 (ｾﾝﾄﾗﾙ新浦安)

並木 紗菜 (fellows SPORTS)

14 小池 かすみ (浦安南小) 住吉 結菜

13 富沢 杏 (D-tennis)

12 宇田川 咲和 (舩堀小) 小池 乃愛 (QUEST) 27

11 島村 桜良 (ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ) 伊藤 波音 (第二葛西小) 26

(浦安市立高洲小) 24

10 若月 凛 (Watanuki TA) 松本 美知花

9 山口 心暖 (A-one)

(A-one) 25

8 安達 美奈 (fellows SPORTS) 小田 一翔 (A-one) 23

7 中村 美陽 (てにしんぐ) 松延 優衣 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 22

(ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 20

6 西 咲幸 (A-one) 谷本 愛依

5 山﨑 瑠海 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

(区立鎌田小) 21

4 菅井 美咲 (区立下鎌田小) 佐藤 奈瑠美 (A-one) 19

3 宮本 優 (fellows SPORTS) 荻原 彩来 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC) 18

寺内 慈 (ﾏﾏﾊﾟﾊﾟtennis) 16

2 橋本 彰子 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 安田 梨夏

① 1 小堀 美侑 (A-one)

(fellows SPORTS) 17



第30回浦安市ジュニアテニス大会 　
女子15歳以下

優勝 小島 双葉 (A-one)

準優勝 大川 遥 (ﾆｯｹｺﾙﾄﾝTG)

3位 堀場 ゆりか (A-one)

4位 石橋 梨央 (瑞江中)

1R 2R 3R 4R SF SF 4R 3R 2R 1R
〇数字はシード

堀場 ゆりか 川上 まりあ

63 60

外村 美柚 川上 まりあ

W.O.
堀場 ゆりか

62

60
川上 まりあ

61

村上 実津希 高瀬 理央

W.O. 61

堀場 ゆりか 高瀬 理央

61
石橋 梨央

61

中込 優衣
62

60

中込 優衣 ホーヴィエト カンリン

W.O. 64

四家 椿

65
石橋 梨央

四家 椿
Final 60

田村 咲茅

63 小島 双葉 63

四家 椿 82 石橋 梨央

65
小島 双葉 大川 遥 63

82 86

志田 日和 東海林 優愛

62 60

志田 日和 東海林 優愛

62
小島 双葉

61

60
石川 颯姫

61

小島 双葉 武田 心優

61 W.O.

小島 双葉 石川 颯姫

W.O. 61

今仲 悠月 大川 遥

W.O. W.O.

大川 遥

今仲 悠月
61

土𣘺𣘺 真央
62

W.O.
大川 遥

土𣘺𣘺 真央
60

西岡 美咲

62 63

西岡 美咲

62

3位決定戦

64

石川 颯姫

27

(東海大浦安中) 39

(A-one) 38

36

(山脇学園中) 35

34

32

(ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 31

30

28

(篠崎二中)

26

(A-one)

1 堀場 ゆりか (A-one) 石橋 梨央

渡邉 愛美 (瑞江中) 42

瀨田 あす香 (中村中) 43

(瑞江中) 32

堀場 ゆりか

21 今西 莉沙 (篠崎二中)

40

20 齋藤 来実 (毎日庭球日) 西岡 美咲 (篠崎二中) 41

19 土𣘺𣘺 真央 (瑞江中) 大川 遥 (ﾆｯｹｺﾙﾄﾝTG)

18 岡田 凜奈 (市川中) 植木 千惺

17 今仲 悠月 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川)

16 小島 双葉 (A-one) 田仲 理紗 (市川中) 37

15 河村 愛 (山脇学園中) 武田 心優 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC)

畑 千晶 (篠崎二中)

14 志田 日和 (篠崎二中) 東海林 優愛

13 湯本 菜子 (東海大浦安中)

12 伊東 那奈 (瑞江中) 金子 莉菜 (瑞江中) 33

11 礒部 めぐみ (東海大浦安中) 石橋 梨央 (瑞江中)

田村 咲茅 (篠崎二中)

10 渡邉 奈々 (瑞江中) 野津 やよい

9 四家 椿 (篠崎二中)

8 中込 優衣 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 佐藤 杏香 (東海大浦安中) 29

7 新町 理沙子 (市川中) ホーヴィエト カンリン (日大一中)

渡邉 呂娃 (瑞江中)

6 田倉 瑠深 (瑞江中) 紺野 瑠莞

5 栗原 ゆき (fellows SPORTS)

4 村上 実津希 (日大一中) 高瀬 理央 25

3 外村 美柚 (山脇学園中) 川上 まりあ (市川中) 24

小澤 冴羽 (瑞江中) 22

2 山下 華愛 (瑞江中) 渡辺 愛菜

① 1 堀場 ゆりか (A-one)

(山脇学園中) 23



第30回浦安市ジュニアテニス大会 　
女子18歳以下

優勝 谷島 和実 (A-one)

準優勝 大澤 琴葉 (A-one)

3位 山田 愛実 (anmitsu)

4位 大橋 美音 (かえつ有明高)

1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1R
〇数字はシード

谷島 和実 大澤 琴葉

60 62

佐藤 綺星

W.O.

谷島 和実 大澤 琴葉

62 62

鈴木 笙子

Final 64

出原 芽依 谷島 和実 小澤 凛華

62 81 62

谷島 和実 大澤 琴葉

80 W.O.

山田 愛実 森田 輝

63 62

山田 愛実

62

山田 愛実 大橋 美音

60 61

大橋 美音

60

村尾 寧々 大橋 美音

63 60

3位決定戦

(城東高) 20

17

(市川高) 16

15

13

(A-one) 12

11

7 山田 愛実 (anmitsu) 大橋 美音 (かえつ有明高) 19

大橋 美音 (かえつ有明高) 19

山田 愛実

W.O.

10 渡邉 友希恵 (fellows SPORTS) 稲川 怜那

9 村尾 寧々 (城東高)

8 佐々木 花乃音 (中村高) 中山 航子 (中村高) 18

7 山田 愛実 (anmitsu) 細山 愛梨沙 (城東高)

小澤 凛華 (anmitsu)

6 黒田 遥花 (城東高) 森田 輝

5 三橋 優希 (市川昴高)

4 出原 芽依 (城東高) 綿引 彩音 (城東高) 14

3 佐藤 綺星 (ﾌｪﾘｴｲﾝﾄﾞｱTC) 鈴木 笙子 (中村高)

出口 若菜 (城東高)

2 遠山 夏澄 (anmitsu) 大澤 琴葉

① 1 谷島 和実 (A-one)
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