
期 日 ２０２１年 １２月 ２５日 （土）
２６日 （日）
２７日 （月）
２８日 （火）

予 備 日 ２０２１年 １２月 ２９日 （水）
２０２２年 １月 ７日 （⾦）

会 場 大宮第二公園 テニスコート(砂入り人工芝)

主 催

共 催

協 賛 株式会社ダンロップスポーツマーケティング

埼 玉 県

２０２１ 県⺠総合スポーツ大会
埼玉県ジュニアテニス大会

埼 玉 県 テ ニ ス 協 会

第１テニスコート(No. 1〜16)

結  果



トーナメントディレクター 油井正幸

アシスタントディレクター 宮﨑若⼦

トーナメントレフェリー 松下広⼦

アシスタントレフェリー 森 洋⼦     野本淳⼦ 岩瀬靖⼦

運営委員 福田康⼦ 近藤晴⼦ 室田結花

会場は無観客としておこないます。選手以外は会場に入れません。会場へ入場する
際に、体調チェックをし｢入場許可証｣を渡します。コート以外では必ず首から下げ
てください。当⽇の試合終了後｢入場許可証｣を返却し、速やかに会場から退出くだ
さい。ご理解ご協⼒をお願いいたします。

受 付 試合のできる服装で、本人が指定時刻までに本部へ出席を届けてください。
ダブルスは二人とも出席を届けてください。
指定時刻までに本部に出席を届けない場合は欠場とします。
指定時刻は種目によって異なります。必ず選手本人が確認してください。
全体集合ミーティングは⾏いません。試合⽅法等を良く確認し参加してください。

支払方法 参加費の支払いは大会初日、本部にてお支払いください。
(別紙参照) 封筒に別紙必要事項を記⼊し、参加費 (⾦額丁度) を⼊れ選手が本部へ提出してください。

ダブルスはどちらか一人の選手がまとめて提出してください。
競技方法 トーナメント⽅式

全試合 
＊ 順位決定戦は⾏いません。

使用球 ダンロップ(オーストラリアンオープン) 2球使用
試合前の練習 全試合 
審判方法 セルフジャッジ (ロービングアンパイアが巡回します)

ただし、F は県審判員によるSCU(ソロチェアアンパイア)方式
服 装 服装は「JTAテニスルールブック2021」の規則を適用します。

＊ 不適切なウェアはウォームアップ中も含め、着用することはできません。
天 候 大宮第二公園は、砂入り人工芝コートです。余程の荒天でない限り中止にはなりません。

やむを得ず中止の場合は、会場に変更を掲⽰しホームページにも発表します。
推 薦 シングルスベスト８(ダブルス4)以上の選手へ『2022年 関東ジュニアテニス選手権

 埼玉県予選会 埼玉県ジュニアテニス選手権大会』の参加資格を付与します。
付与された参加資格は、同年齢種目に申込む場合のみ有効とします。
申込みにはJTAジュニア登録（JPIN）が必要です。

欠場届 欠場する場合は、埼玉県テニス協会HP発表の 大 会 要 項 下の欠場届をクリック
すると、大会欠場届フォームの案内が出ます。必要事項を入⼒し送信してください。 
返信メールが届かない場合は、埼玉県テニス協会へ必要事項を入⼒しメールしてください。
   埼玉県テニス協会  メールアドレス junior@sta-tennis.org

＊ 大会当⽇、欠場する場合も送信してください。
その他 ・ その他の規則は原則として「JTAテニスルールブック2021」に準じます。

・ この組合わせは2021年11⽉30⽇付関東テニス協会HP発表ジュニアランキングを使用し
作成しています。

・ ドロー作成後のシード選手欠場によるドローの変更は、12⽉16⽇まではおこないます。
それ以降はおこないません。

・ 新型コロナウイルス感染状況の悪化や悪天候等、その他やむを得ない事情により、⽇程、
試合方法、会場などを変更する場合があります。また、中止する場合があります。

≪ 大  会  役  員 ≫

≪試合規則および注意事項≫

３分以内

１セットマッチ(６-６後 タイブレーク)



セルフジャッジの方法

ネットより自分側のコートについて判定とコールをする。

ジャッジは、相手にはっきりわかる声とハンドシグナルを使って、着地後、速やかに行ってく

ださい。ボールが着地する前に「アウト」と言わないようにしましょう。

ラインとボールの間にスペースがない時は 「グッド」です。判定できなかった時も「グッド」、

プレーを続けましょう。

サーバーはサーブを打つ前、レシーバーに聞こえる声でスコアを伝え、両選手でスコアを確認

しながら進めてください。

相手のジャッジやスコアのアナウンスがハッキリしない時は、相手に確認してください。

クリアにしてから、次のポイントを始めましょう。

審判がフットフォルトを取ります。ジャッジの間違いはオーバールールします。

何か困った事がおきた時、相手のジャッジに納得がいかない時など、審判を呼んでください。

進 行 試合進行は、本部前のホワイトボードを使いおこないます。

「次の試合」の欄に名前が貼り出されたら、コート番号を確認してから本部に来てください。

片方の選手にスコアカード、もう一方の選手にボールを渡します。

前の試合が終わったらすぐにコートに入れるように、準備をしながら決められたコートの近

くで待ってください。

試合が終わったら、結果を両選手で確認し、勝者はスコアカードに名前とスコアを記入し、

速やかにスコアカードとボールを持って本部へ報告してください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため下記注意事項を遵守し、会場では主催者の指示に従う

ようご理解ご協力をお願いいたします。

<感染症予防の注意事項>

【出かける前に体調チェック】 【感染予防の基本】

・検温により平熱の確認 ・三密（「密閉」「密集」「密接」）の回避 

・発熱やせき、のどの痛みなど風邪 ・手洗い、アルコー ル等による手指消毒

　の症状がない ・マスク着用 

・だるさ、息苦しさがない ・混雑する交通手段での移動を避ける

・臭いや味がいつもと同じ ・なるべく距離を空ける

【大会受付では】 【オンコートでは】

・並ぶ際には距離を空ける ・ベンチ、ネット、審判台に手で触れない 

・『入場許可証』を首から下げる ・ベンチに座る際も選手同士の距離を空ける 

・全体ミーティングはしません ・試合の始めと終わりの挨拶は握手ではない方法で 

【当日の試合が終了したら】 ・プレイ中は手で顔に触れない(ハイタッチはしない）

速やかに会場から退出願います

問 合 せ 埼玉県テニス協会　月・水・金　（10:00～16:00） TEL　048－778－1213

junior@sta-tennis.org 

以下の内容をよく読んで試合に出場してください。

≪選手の皆さんへ≫

コロナ対応

　　メールアドレス

国際テニス連盟、スポーツ庁、日本スポーツ協会の資料を参考に日本テニス協会が作成したリーフレットを一部抜粋



参加費 ⾦額  2,500円 (お釣のないよう⾦額丁度を⼊れてください）
シングルス1名、ダブルス1組は、同額です。
ダブルスはどちらか1人の選手が1組分をまとめてお支払いください。

支払方法 参加費は大会初日、本部にてお支払いください。
封筒に右記項目を明記し、参加費を⼊れ、  ① 大会名
選手本人が、受付時にお支払いください。  ② 種目・ドロー番号

 ③ 選手氏名
ドロー発表後のキャンセル及び欠場に  ④ 申込責任者と連絡先

ついては、参加費を徴収します。

支払方法 キャンセル及び欠場した選手は①②③、いずれかの方法で速やかにお支払
いをお願いします。

① ゆうちょ銀⾏に備え付けの⻘⾊の｢払込取扱票｣で送⾦してください。
通信欄に必ず必要事項①〜④をご記⼊ください。
また受領書は保管してください。

店  番 ０１９ （インターネットで送⾦の場合）

口座番号 ００１００－０－７０７０００

加⼊者名

通 信 欄 ① 県⺠総合スポーツ⼤会

ご依頼人 ④ 申込み責任者氏名と電話番号

② 直接、⼤会本部に参加費を届ける。

③ 他の参加選手にお願いして、⼤会本部に参加費を提出してもらう。

問合わせ先 埼玉県テニス協会
メールアドレス

《大会参加費支払方法》

《欠場選手の参加費支払方法》

junior@sta-tennis.org

埼玉県テニス協会

② 種目・ドロー番号

③ 選手氏名・所属団体



大宮第二公園　第一テニスコート　（№１～№16コート）

住所 さいたま市大宮区寿能町２－４０５

交通 東武野田線　「大宮公園駅」下車　徒歩15分

駐車場の利用時間　８：００～１７：３０

　＊大宮公園の駐車場は他の団体の大会や行事に使用されます。

　　日によって混雑して駐車出来ないことがありますのでご留意ください。

　＊公園内（駐車場を含む）はボール、ラケットを使っての練習は出来ません。

　＊貴重品や手荷物は各自で管理してください。

　＊ごみは各自で持ち帰りください。

　＊大宮第二公園事務所には絶対電話をしないでください！

 大会本部    №８番コートと№９番コートの間入口から入退場してください。

≪　大　会　会　場　≫

試合会場入口

駐車場 入口

駐車場 入口

トイレ

更衣室 本 部
至 第二産業



日程 日程
種目 種目

18 1R  9:00 16
歳 2R 10:30 歳
以 以
下 1R〜QF SF・F 下 1R〜QF

男 男
子 子

1R〜F

18 16
歳 歳
以 以
下 1R〜QF SF・F 下 1R〜F

⼥ ⼥
子 子

1R・QF SF・F F

日程 日程
種目 種目

14 1R 10:00 12
歳 2R 11:30 歳
以 以
下 1R〜3R QF〜F 下 QF〜F

男 男
子 子

1R〜F 1R〜F

14 12
歳 歳
以 以
下 1R〜F 下 SF・F

⼥ ⼥
子 子

1R・F

２０２１県⺠総合スポーツ⼤会 

予備日

9:009:00

9:009:00

10:30 12:00

9:00

11:30

9:00  9:00  9:00

10:30

予備日予備日

予備日 予備日

予備日予備日

埼玉県ジュニアテニス大会 日程表
No. 8・9番コート間の入口から入場してください。体調チェックをします。

12/25(土） 12/26(日） 12/27(月） 12/28(火） 12/29(水） 1/7(⾦） 12/25(土） 12/26(日）

単 予備日 予備日 単9:00

12/27(月） 12/28(火） 12/29(水）

SF・F

予備日 予備日

予備日予備日

10:30複 予備日 予備日 複

1R〜F

予備日単 予備日 単

10:00

予備日 複

12/28(火） 12/29(水） 1/7(⾦)

大宮第⼆公園 第１テニスコート （No.1〜16）

予備日複 予備日

予備日 予備日

12:00

9:00

2R 10:30

1R〜3R

12/25(土） 12/26(日） 12/27(月） 12/28(火） 12/29(水） 12/25(土) 12/26(日）

複

単

複

単

複

単 予備日 予備日

1R〜QF

複 予備日 予備日

単 予備日 予備日
1R  9:00

9:00

11:00

12/27(月）



2021県⺠総合スポーツ⼤会 埼⽟県ジュニアテニス⼤会

18歳以下男子シングルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　　　　　　1R 2R 3R QF SF
   

1 3422194 新川 朝日 [1] TENNIS SUNRISE 朝霞  F
   新川 朝日 [1] ⽔⾕ 龍埜 [2]

2  Bye    6-2

    山内 真央

3 3420946 山内 真央 浦和学院高校  w.o.

   山内 真央  

4 3422030 藤田 渉 ⽴教新座高校 6-2  

    粕谷 太洋

5 3420937 粕谷 太洋 浦和高校  6-1

   粕谷 太洋  

6 3422960 渡部 裕太 越谷南高校 6-1  

    粕谷 太洋

7  Bye   6-0

   中村 颯太 [15]  

8 3420326 中村 颯太 [15] TC大井ﾌｧﾐﾘｰ   

    粕谷 太洋

9 3421070 澤邊 颯太 [9] 浦和学院高校  6-3

   澤邊 颯太 [9]  

10  Bye    

    澤邊 颯太 [9]

11 3422980 島根 大喜 越谷南高校  6-1

   島根 大喜  

12 3420368 稲葉 拓 川越高校 w.o.  

    藤川 泰成 [6]

13  Bye   6-0

   ⻑崎 巧真  

14 3421429 ⻑崎 巧真 川越東高校   

    藤川 泰成 [6]

15  Bye   6-4

   藤川 泰成 [6]  

16 3420480 藤川 泰成 [6] 川越東高校   

    粕谷 太洋

17 3419990 仁科 颯太 [3] 川越東高校  6-2

   仁科 颯太 [3]  

18  Bye    

    仁科 颯太 [3]

19 3422813 本多 陸 越谷南高校  6-0

   武田 隆之介  

20 3422768 武田 隆之介 越谷南高校 6-1  

    仁科 颯太 [3]

21  Bye   6-1

   濱野 亜月  

22 3423003 濱野 亜月 越谷南高校   

    藤本 修 [16]

23  Bye   6-0

   藤本 修 [16]  

24 3420991 藤本 修 [16] 川越東高校   

    仁科 颯太 [3]

25 3421978 榊原 宙 [11] 浦和学院高校  6-1

   榊原 宙 [11]  

26  Bye    

    山田 陵空

27 3422986 瀬⼾⼝ 幸輝 伊奈学園総合高校  7-5

   山田 陵空  

28 3421153 山田 陵空 ｿﾐｭｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-1  

    ⽊村 晃⼀郎 [5]

29 3422899 ⼾倉 直紀 ﾃﾆｽﾊｳｽfun  6-2

   ⼾倉 直紀  

30 3423009 島村 昂汰 越谷南高校 6-2  

    ⽊村 晃⼀郎 [5]

31  Bye   6-4

   ⽊村 晃⼀郎 [5]  

32 3420481 ⽊村 晃⼀郎 [5] 伊奈学園総合高校  

粕谷 太洋

⽔⾕ 龍埜 [2]



2021県⺠総合スポーツ⼤会 埼⽟県ジュニアテニス⼤会

18歳以下男子シングルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　　　　　　1R 2R 3R QF SF
    

33 3422379 佐藤 良春 [8] 埼玉栄高校  

   佐藤 良春 [8]

34  Bye    

    須賀 奏太

35 3421874 須賀 奏太 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-2

   須賀 奏太  

36  Bye    

    小久保 蒼空

37 3421394 小久保 蒼空 Novice Tennis Team  6-2

   小久保 蒼空  

38 3422756 下藤 賢人 埼玉栄高校 6-2  

    小久保 蒼空

39  Bye   6-3

   ⾦子 闘真 [12]  

40 3421268 ⾦子 闘真 [12] 伊奈学園総合高校   

    小久保 蒼空

41 3420803 桑山 蒼⼤ [13] 川越東高校  6-2
   桑山 蒼⼤ [13]  

42  Bye    

    村瀬 優心

43 3422801 村瀬 優心 川越東高校  6-2

   村瀬 優心  

44 3422981 松井 球斗 越谷南高校 6-1  

    村瀬 優心

45 3422982 丹野 啓太 越谷南高校  6-1

   早川 眞央  

46 3422888 早川 眞央 越谷南高校 7-6(10)  

    三輪 丈琉 [4]

47  Bye   6-0

   三輪 丈琉 [4]  

48 3422375 三輪 丈琉 [4] ﾃﾆｽｽﾀｼﾞｵ川⼝   

    ⽔⾕ 龍埜 [2]

49 3421003 林 蓮汰郎 [7] 浦和麗明高校  6-0

   林 蓮汰郎 [7]  

50  Bye    

    田中 一道

51 3422814 ⻘島 広空 越谷南高校  w.o.

   田中 一道  

52 3422808 田中 一道 越谷南高校 6-2  

    田辺 志優也

53 3422811 伊藤 龍輝 越谷南高校  6-1

   田辺 志優也  

54 3421122 田辺 志優也 越谷南高校 6-0  

    田辺 志優也

55  Bye   6-1

   田口 颯士 [10]  

56 3421547 田口 颯士 [10] 川越東高校   

    ⽔⾕ 龍埜 [2]

57 3420941 伊東 諒⾺ [14] 川越東高校  6-1

   伊東 諒⾺ [14]  

58  Bye    

    伊東 諒⾺ [14]

59 3422802 日暮 巧磨 越谷南高校  6-1

   日暮 巧磨  

60  Bye    

    ⽔⾕ 龍埜 [2]

61 3422979 柳澤 駿斗 越谷南高校  6-3

   鈴⽊ 悠太  

62 3421764 鈴⽊ 悠太 ⽴教新座高校 6-2  

    ⽔⾕ 龍埜 [2]

63  Bye   6-0

   ⽔⾕ 龍埜 [2]  

64 3422607 ⽔⾕ 龍埜 [2] ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ   

     



2021県⺠総合スポーツ⼤会 埼⽟県ジュニアテニス⼤会

16歳以下男子シングルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　　　     　　　1R 2R 3R QF SF
3420992 田口 峻⼤[17] Fﾃﾆｽ

1 3422848  ⼩林 マーカス [1]  Team Satellite さくら野火止  F
   田口 峻大 [17] ⽥⾕ 陸仁

2  Bye    6-3

    田口 峻大 [17]

3 3422672 後藤 大祐 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-1

   後藤 大祐  

4  Bye    

    忽滑谷 駿介 [13]

5  Bye   6-2

   須藤 佑啓  

6 3421557 須藤 佑啓 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ   

    忽滑谷 駿介 [13]

7  Bye   6-1

   忽滑谷 駿介 [13]  

8 3421388 忽滑⾕ 駿介 [13] 川越東高校   

    忽滑谷 駿介 [13]

9 3421451 宮坂 海莉 [10] H.Y.S  6-1

   宮坂 海莉 [10]  

10  Bye    

    宮坂 海莉 [10]

11 3422779 杉浦 凜大 ⻘⽊中学校  6-0

   杉浦 凜大  

12  Bye    

    近藤 智弘 [5]

13 Bye  7-6(7)

   友廣 凌大  

14 3422770 友廣 凌大 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ   

    近藤 智弘 [5]

15  Bye   w.o.

   近藤 智弘 [5]  

16 3422429 近藤 智弘 [5] 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ   

    菅野 陽 [8]

17 3421183 高橋 ⼤樹 [3] H.Y.S  6-2

   高橋 大樹 [3]  

18  Bye    

    高野 陽翔

19 3422539 高野 陽翔 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  w.o.

   高野 陽翔  

20  Bye    

    高野 陽翔

21  Bye   6-3

   小林 海瑠  

22 3422288 ⼩林 海瑠 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ   

    小林 海瑠

23  Bye   7-6(4)

   名生 大和 [16]  

24 3422659 名生 ⼤和 [16] 大原中学校   

    菅野 陽 [8]

25 3421486 倉部 和馬 [12] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-0

   倉部 和馬 [12]  

26  Bye    

    大畑 響輝

27 3422781 大畑 響輝 ⻘⽊中学校  7-5

   大畑 響輝  

28  Bye    

    菅野 陽 [8]

29  Bye   6-1

   道橋 碧  

30 3422425 道橋 碧 ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ   

    菅野 陽 [8]

31  Bye   6-2

   菅野 陽 [8]  

32 3421466 菅野 陽 [8] ALWAYS TENNIS  SCHOOL  

菅野 陽 [8]

田谷 陸仁
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16歳以下男子シングルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　　　     　　　1R 2R 3R QF SF
    

33 3420967 梅津 裕爾 [7] Smile Tennis College  

   梅津 裕爾 [7]

34  Bye    

    中嶋 俊英

35 3421411 中嶋 俊英 Fﾃﾆｽ  6-4

   中嶋 俊英  

36  Bye    

    田沼 蒼空 [9]

37  Bye   6-3

   青柳 太星  

38 3421296 ⻘柳 太星 Smile Tennis College   

    田沼 蒼空 [9]

39  Bye   6-0

   田沼 蒼空 [9]  

40 3421081 田沼 蒼空 [9] Team Satellite さくら野火止   

    田沼 蒼空 [9]

41 3421509 吉田 翔 [15] ALWAYS TENNIS  SCHOOL  6-3

   吉田 翔 [15]  

42  Bye    

    北原 和貴

43 3421904 鈴⽊ 奏⾳ ALWAYS TENNIS  SCHOOL  w.o.

   北原 和貴  

44 3422885 北原 和貴 ⻘⽊中学校 6-1  

    小林 隆ノ介 [4]

45  Bye   6-2

   束田 悠輔  

46 3422000 束⽥ 悠輔 ﾃﾆｽﾊｳｽfun   

    小林 隆ノ介 [4]

47  Bye   6-2

   小林 隆ノ介 [4]  

48 3423035 ⼩林 隆ノ介 [4] Team Satellite さくら野火止   

    田谷 陸仁

49 3420888 太田 獅勇 [6] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-3

   太田 獅勇 [6]  

50  Bye    

    土井 一真

51 3422601 土井 一真 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  7-6(6)

   土井 一真  

52  Bye    

    田谷 陸仁

53  Bye   6-4

   田谷 陸仁  

54 3420956 ⽥⾕ 陸仁 Team Satellite さくら野火止   

    田谷 陸仁

55  Bye   7-5

   五反田 光稀 [11]  

56 3421577 五反田 光稀 [11] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢   

    田谷 陸仁

57 3422550 ⽴⽯ 健太 [14] 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-4

   立石 健太 [14]  

58  Bye    

    藤田 希

59 3422027 藤⽥ 希 ALWAYS TENNIS  SCHOOL  6-4

   藤田 希  

60  Bye    

    寺内 大慶 [2]

61  Bye   6-1

   今井 和志  

62 3422326 今井 和志 ALWAYS TENNIS  SCHOOL   

    寺内 大慶 [2]

63  Bye   6-2

   寺内 大慶 [2]  

64 3421035 寺内 ⼤慶 [2] ALWAYS TENNIS  SCHOOL  
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14歳以下男子シングルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　　　     　　　1R 2R 3R QF SF
   

1 3421870 河村 柚希 [1] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

   河村 柚希 [1] F
2  Bye    池田 悠真 [17]

    河村 柚希 [1] 6-3

3 3422286 中川 惠善 Fﾃﾆｽ  6-0

   笠原 健  

4 3422794 笠原 健 Team Satellite さくら野火止 6-4  

    河村 柚希 [1]

5 3422368 井上 和真 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  7-6(3)

   溝呂木 友亜  

6 3422597 溝呂⽊ 友亜 ALWAYS TENNIS  SCHOOL 6-4  

    溝呂木 友亜

7  Bye   6-2

   小野沢 賢太 [14]  

8 3422426 小野沢 賢太 [14] TC大井ﾌｧﾐﾘｰ   

    北村 晋次朗 [8]

9 3422574 鈴⽊ 嵩⼈ [9] ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  w.o.

   鈴木 嵩人 [9]  

10  Bye    

    田中 遼介

11 3422370 榎本 翔太 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  w.o.

   田中 遼介  

12 3422715 田中 遼介 ALWAYS TENNIS  SCHOOL 6-2  

    北村晋次朗 [8]

13  Bye   6-3

   三浦 銀斗  

14 3423020 三浦 銀斗 ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ   

    北村 晋次朗 [8]

15  Bye   6-4

   北村 晋次朗 [8]  

16 3422362 北村 晋次朗 [8] Fﾃﾆｽ   

    北村 晋次朗 [8]

17 3422430 飯塚 晴喜 [4] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  w.o.

   飯塚 晴喜 [4]  

18  Bye    

    飯塚 晴喜 [4]

19 3421858 藤野 優光 Fﾃﾆｽ  6-4

   藤野 優光  

20  Bye    

    飯塚 晴喜 [4]

21 3422349 佐藤 颯斗 鴻巣ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-3

   鰐川 翔太  

22 3422355 鰐川 翔太 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-0  

    鰐川 翔太

23  Bye   6-1

   佐藤 誠矢 [16]  

24 3421535 佐藤 誠矢 [16] ⼾田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ   

     

25 3421503 中田 譲樹 [11] TC大井ﾌｧﾐﾘｰ  Not Played

   中田 譲樹 [11]  

26  Bye    

    中田 譲樹 [11]

27 3422667 菊地 粋尊 Smile Tennis College  6-3

   菊地 粋尊  

28  Bye    

    中田 譲樹 [11]

29 3421964 中島 健心 ZERO  6-4

   中島 健心  

30 3422337 設樂 健太 TENNIS CLUB YOSHIOKA 6-2  

    杉浦 泰斗 [5]

31  Bye   6-1

   杉浦 泰斗 [5]  

32 3422088 杉浦 泰斗 [5] ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

池田 悠真 [17]

北村 晋次朗 [8]
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14歳以下男子シングルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　　　     　　　1R 2R 3R QF SF
3422378 池田 悠真【17】 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

33 3422352  徳世 悠⼈ [7] tennis team Mt  

   池田 悠真 [17]

34  Bye    

    池田 悠真 [17]

35 3422612 並⽊ 琥ゐ人 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-1

   並木 琥ゐ人  

36  Bye    

    池田 悠真 [17]

37 3421926 森口 尚吾 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ  6-1

   森口 尚吾  

38 Bye   

    森 泰世 [12]

39  Bye   6-2

   森 泰世 [12]  

40 3422343 森 泰世 [12] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ   

    池田 悠真 [17]

41 3421845 小林 駿⼤ [15] Fﾃﾆｽ  6-3

   小林 駿大 [15]  

42  Bye    

    佐久間 航平

43 3421013 田口 友翔 ZERO  6-3

   佐久間 航平  

44 3422677 佐久間 航平 ﾃﾆｽﾊｳｽfun 6-3  

    佐久間 航平

45  Bye   6-1

   渋谷 祐太  

46 3422709 渋谷 祐太 H.Y.S   

    渋谷 祐太

47  Bye   w.o.

   伊沢 大貴 [3]  

48 3420983 伊沢 ⼤貴 [3] Fﾃﾆｽ   

    池田 悠真 [17]

49 3421960 斎藤 旺汰 [6] ｿﾐｭｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-3

   斎藤 旺汰 [6]  

50  Bye    

    長岡 直人

51 3422894 酒井 侑希 ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  w.o.

   長岡 直人  

52 3423054 ⻑岡 直人 SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 6-0  

    長岡 直人

53 3423046 水野 然太 ⻘⽊中学校  6-2

   水野 然太  

54 3422609 桜井 風人 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-3  

    鈴木 慶己 [10]

55  Bye   w.o.

   鈴木 慶己 [10]  

56 3422797 鈴⽊ 慶⼰ [10] SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ   

    長岡 直人

57 3421954 三島 昂起 [13] Fﾃﾆｽ  6-2

   三島 昂起 [13]  

58  Bye    

    相川 力哉

59 3422363 相川 ⼒哉 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  w.o.

   相川 力哉  

60  Bye    

    相川 力哉

61 3421983 石橋 陽翔 SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ  6-0

   石橋 陽翔  

62 3421948 神庭 頼人 Fﾃﾆｽ w.o.  

    石橋 陽翔

63  Bye   6-1

   広見 海 [2]  

64 3422092 広⾒ 海 [2] ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  
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KTANo. St. 選手名 所属団体 　　   　　　　1R 2R 3R QF SF
   

1 3422631 新井 綾太 [1] 埼玉県ﾃﾆｽ協会  F
   新井 綾太 [1] 青柳 晃正 [4]

2  Bye    7-6(5)

    新井 綾太 [1]

3 3422886 石原 望 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-0

   石原 望  

4 3422891 島⽥ 拓登 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-4  

    新井 綾太 [1]

5 3423039 松本 遼一 Fﾃﾆｽ  6-0

   花岡 玲欧  

6 3422828 花岡 玲欧 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-3  

    花岡 玲欧

7  Bye   6-1

   中島 稔喜 [15]  

8 3422867 中島 稔喜 [15] SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ   

    新井 綾太 [1]

9 3422907 河村 恵吾 [11] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-0

   河村 恵吾 [11]  

10  Bye    

    河村 恵吾 [11]

11 3422855 仲間 匠 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-3

   三浦 銀羽  

12 3423021 三浦 銀羽 ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-2  

    河村 恵吾 [11]

13 3423047 ⻘⽊ 琉⽃ SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ  6-0

   兼松 志  

14 3422799 兼松 志 H.Y.S 6-0  

    兼松 志

15  Bye   w.o.

   新井 絢太 [8]  

16 3422714 新井 絢太 [8] Fﾃﾆｽ   

    新井 綾太 [1]

17 3422783 榎本 景介 [3] ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-3

   榎本 景介 [3]  

18  Bye    

    榎本 景介 [3]

19 3423044 佐藤 晴信 ﾃﾆｽｾﾞﾛ浦和  6-0

   江藤 響  

20 3422777 江藤 響 ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-0  

    榎本 景介 [3]

21 3422713 石垣 漣 ｿﾐｭｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-0

   相澤 和人  

22 3422788 相澤 和人 Smile Tennis College 7-5  

    相澤 和人

23  Bye   w.o.

   川岸 総太 [14]  

24 3422780 川岸 総太 [14] Fﾃﾆｽ   

    榎本 景介 [3]

25 3422742 中島 颯海 [12] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-2

   中島 颯海 [12]  

26  Bye    

    中島 颯海 [12]

27 3422746 丸⼭ 諒 ⼾⽥市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  6-4

   丸山 諒  

28 3422738 大谷 郁翔 ⼾⽥市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 7-6(4)  

    石川 理仁 [6]

29 3423038 蓮⾒ 莉央 ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-0

   永田 千晃  

30 3422397 永⽥ 千晃 Smile Tennis College w.o.  

    石川 理仁 [6]

31  Bye   6-1

   石川 理仁 [6]  

32 3422026 ⽯川 理仁 [6] ⼾⽥市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  

新井 綾太 [1]

青柳 晃正 [4]



2021県⺠総合スポーツ⼤会 埼⽟県ジュニアテニス⼤会

12歳以下男子シングルス
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33 3422435 関口 慶 [5] 鴻巣ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

   関口 慶 [5]

34  Bye    

    関口 慶 [5]

35 3423058 ⻘⽊ 巧 TENNIS CLUB YOSHIOKA  6-1

   河合 陽輝  

36 3423049 河合 陽輝 ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 7-5  

    木村 建翔

37 3422845 ⽊村 建翔 埼玉県ﾃﾆｽ協会  6-3

   木村 建翔  

38 3422880 大島 蒼也 Smile Tennis College 6-0  

    木村 建翔

39  Bye   6-3

   田畑 有 [10]  

40 3422698 田畑 有 [10] むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ   

    青柳 晃正 [4]

41 3422795 ⼩林 新 [13] ALWAYS TENNIS  SCHOOL  6-3

   小林 新 [13]  

42  Bye    

    小川 右恭

43 3422901 小川 右恭 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  7-6(5)

   小川 右恭  

44 3422972 村瀬 龍舷 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 6-3  

    青柳 晃正 [4]

45 3422833 泉 夢真 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-1

   泉 夢真  

46 3422858 三枝 英誠 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-4  

    青柳 晃正 [4]

47  Bye   6-1

   青柳 晃正 [4]  

48 3422844 ⻘柳 晃正 [4] ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ   

    青柳 晃正 [4]

49 3422832 髙野 ⼤河 [7] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-4

   髙野 大河 [7]  

50  Bye    

    外崎 匠真

51 3422879 海野 圭絃 みんなのﾃﾆｽ  6-3

   外崎 匠真  

52 3422873 外崎 匠真 みんなのﾃﾆｽ 6-1  

    長尾 太誠 [9]

53 3422988 須賀 蓮 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや  6-0

   須賀 蓮  

54 3423051 榊 和馬 Smile Tennis College 6-0  

    長尾 太誠 [9]

55  Bye   6-1

   長尾 太誠 [9]  

56 3422804 ⻑尾 太誠 [9] SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ   

    飯塚 涼太 [2]

57 3422294 宮川 拓⼰ [16] ﾃﾆｽｾﾞﾛ浦和  6-2

   宮川 拓己 [16]  

58  Bye    

    宮川 拓己 [16]

59 3423053 石⽥ 大葵 ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-2

   黒川 翼  

60 3422373 ⿊川 翼 埼玉県ﾃﾆｽ協会 w.o.  

    飯塚 涼太 [2]

61 3422889 飯塚 達也 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-1

   相澤 拓己  

62 3422876 相澤 拓⼰ みんなのﾃﾆｽ 6-3  

    飯塚 涼太 [2]

63  Bye   6-0

   飯塚 涼太 [2]  

64 3422621 飯塚 涼太 [2] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  
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18歳以下男子ダブルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　　　    1R 2R QF SF F
3422375 三輪 丈琉 [1] ﾃﾆｽｽﾀｼﾞｵ川口

1 3422379 佐藤 良春 埼玉栄高校 三輪 丈琉 [1]

   佐藤 良春

2  Bye   榊原 宙

3422986 瀬⼾口 幸輝 伊奈学園総合高校  菊永 温

3 3421959 細淵 航 伊奈学園総合高校 榊原 宙 6-2

3421978 榊原 宙 浦和学院高校 菊永 温  

4 3422790 菊永 温 浦和学院高校 7-5 宮武 魁

3423009 島村 昂汰 越谷南高校  桑原 勘太

5 3422888 早川 眞央 越谷南高校 宮武 魁 6-0

3422842 宮武 魁 浦和学院高校 桑原 勘太  

6 3420950 桑原 勘太 ALWAYS TENNIS SCHOOL 6-0 宮武 魁

    桑原 勘太

7  Bye  ⼤塚 椋介 [6] 6-0

3421291 ⼤塚 椋介 [6] 久喜北陽高校 山内 真央  

8 3420946 山内 真央 浦和学院高校  宮武 魁

3420481 ⽊村 晃⼀郎 [3] 伊奈学園総合高校  桑原 勘太

9 3420476 神田 尽 秀明英光高校 ⽊村 晃⼀郎 [3] 6-3

   神田 尽  

10  Bye   村瀬 優心

3422801 村瀬 優心 川越東高校  藤本 修

11 3420991 藤本 修 川越東高校 村瀬 優心 w.o.

3422980 島根 大喜 越谷南高校 藤本 修  

12 3422979 柳澤 駿⽃ 越谷南高校 6-0 石井 尭乃進 [5]

3422317 両角 和人 越谷南高校  野口 礼斗

13 3421122 田辺 志優也 越谷南高校 両角 和人 6-0

3422977 和田 昊 越谷南高校 田辺 志優也  

14 3422981 松井 球⽃ 越谷南高校 6-4 石井 尭乃進 [5]

    野口 礼斗

15  Bye  石井 尭乃進 [5] 6-4

3419075 石井 尭乃進 [5] 浦和学院高校 野口 礼斗  

16 3420027 野口 礼斗 浦和学院高校  宮武 魁
3421547 田口 颯士 [8] 川越東高校  桑原 勘太

17 3420955 駒井 晴人 川越東高校 田口 颯士 [8] 6-3
   駒井 晴人  

18  Bye   田口 颯士 [8]
3422813 本多 陸 越谷南高校  駒井 晴人

19 3422768 武田 隆之介 越谷南高校 日暮 巧磨 6-1
3422802 日暮 巧磨 越谷南高校 田中 一道  

20 3422808 田中 一道 越谷南高校 6-0 仁科 颯太 [4]
3422982 丹野 啓太 越谷南高校  藤川 泰成

21 3423003 濱野 亜月 越谷南高校 小久保 蒼空 6-2
3421394 小久保 蒼空 Novice Tennis Team 滝口 大輔  

22 3421581 滝口 大輔 久喜北陽高校 6-0 仁科 颯太 [4]
    藤川 泰成

23  Bye  仁科 颯太 [4] 6-3
3419990 仁科 颯太 [4] 川越東高校 藤川 泰成  

24 3420480 藤川 泰成 川越東高校  伊東 諒⾺ [7]
3420941 伊東 諒⾺ [7] 川越東高校  横山 雄紀

25 3420842 横山 雄紀 川越東高校 伊東 諒⾺ [7] 7-5
   横山 雄紀  

26  Bye   伊東 諒⾺ [7]
3422811 伊藤 龍輝 越谷南高校  横山 雄紀

27 3422814 ⻘島 広空 越谷南高校 ⼆谷 健太郎 6-1
3421727 ⼆谷 健太郎 ⽴教新座高校 鈴⽊ 悠太  

28 3421764 鈴⽊ 悠太 ⽴教新座高校 6-0 伊東 諒⾺ [7]
3420326 中村 颯太 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ  横山 雄紀

29 3420864 押田 雅也 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 桑山 蒼大 6-3
3420803 桑山 蒼大 川越東高校 ⻑崎 巧真  

30 3421429 ⻑崎 巧真 川越東高校 w.o. 山田 陵空 [2]
    ⾦子 闘真

31  Bye  山田 陵空 [2] 6-4
3421153 山田 陵空 [2] ｿﾐｭｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ⾦子 闘真  

32 3421268 ⾦子 闘真 伊奈学園総合高校  
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16歳以下男子ダブルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　　          　1R SF F
3422848 ⼩林 マーカス [1] Team Satellite さくら野火止

1 3421081 田沼 蒼空 Team Satellite さくら野火止 ⼩林 マーカス [1]

   田沼 蒼空

2  Bye   ⼩林 マーカス [1]

3420967 梅津 裕爾 Smile Tennis College  田沼 蒼空

3 3421296 ⻘柳 太星 Smile Tennis College 梅津 裕爾 6-1

3421486 倉部 和馬 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ⻘柳 太星  

4 3420888 太田 獅勇 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 7-6(3) ⼩林 マーカス [1]

3422770 友廣 凌⼤ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  田沼 蒼空

5 3421557 須藤 佑啓 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ⼤畑 響輝 6-0

3422781 ⼤畑 響輝 ⻘⽊中学校 杉浦 凜⼤  

6 3422779 杉浦 凜⼤ ⻘⽊中学校 6-2 今井 和志 [2]

    菅野 陽

7  Bye  今井 和志 [2] 6-3

3422326 今井 和志 [2] ALWAYS TENNIS  SCHOOL 菅野 陽  

8 3421466 菅野 陽 ALWAYS TENNIS  SCHOOL  

   

14歳以下男子ダブルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　   　        　1R SF F
3421923 宮田 尊琉 [1] ALWAYS TENNIS SCHOOL

1 3421960 斎藤 旺汰 ｿﾐｭｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 宮田 尊琉 [1]

   斎藤 旺汰

2  Bye    

3422012 有田 伊織 ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ   

3 3422574 鈴⽊ 嵩⼈ ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  Not Played

3420983 伊沢 ⼤貴 Fﾃﾆｽ   

4 3421845 ⼩林 駿⼤ Fﾃﾆｽ Not Played 溝呂⽊ 友亜

3422374 ⻲⼭ 廉 ﾃﾆｽｾﾞﾛ浦和  田中 遼介

5 3420882 宮川 昇⼤ ﾃﾆｽｾﾞﾛ浦和 溝呂⽊ 友亜 w.o.

3422597 溝呂⽊ 友亜 ALWAYS TENNIS  SCHOOL 田中 遼介  

6 3422715 田中 遼介 ALWAYS TENNIS  SCHOOL 7-6(1) 溝呂⽊ 友亜

3421954 三島 昂起 Fﾃﾆｽ  田中 遼介

7 3421858 藤野 優光 Fﾃﾆｽ 三島 昂起 6-4

3422612 並木 琥ゐ人 [2] 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 藤野 優光  

8 3422609 桜井 風人 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-4
   

12歳以下男子ダブルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　   　　        1R SF F
3422294 宮川 拓⼰ [1] ﾃﾆｽｾﾞﾛ浦和

1 3422845 木村 建翔 埼玉県ﾃﾆｽ協会 宮川 拓⼰ [1]

   木村 建翔

2  Bye   榎本 景介

3422783 榎本 景介 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  ⻘柳 晃正

3 3422844 ⻘柳 晃正 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 榎本 景介 6-3

3423044 佐藤 晴信 ﾃﾆｽｾﾞﾛ浦和 ⻘柳 晃正  

4 3422828 花岡 玲欧 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-1 外崎 匠真

3422873 外崎 匠真 みんなのﾃﾆｽ  ⼩泉 陽⽇路

5 3421976 ⼩泉 陽⽇路 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 外崎 匠真 7-5

3422886 石原 望 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ⼩泉 陽⽇路  

6 3422026 石川 理仁 ⼾田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 6-1 外崎 匠真

    ⼩泉 陽⽇路

7  Bye  三枝 英誠 [2] 6-0

3422858 三枝 英誠 [2] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 泉 夢真  

8 3422833 泉 夢真 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  
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18歳以下⼥⼦シングルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　　    　1R 2R QF SF F

   
1 3461273 中田 香珠羽 [1] TC大井ﾌｧﾐﾘｰ  

   中田 香珠羽 [1]

2  Bye    

    中田 香珠羽 [1]

3 3461593 小枝 凛香 越谷南高校  6-0

   小枝 凛香  

4 3422978 萩原 朱音 越谷南高校 6-1  

    中田 香珠羽 [1]

5 3461976 成⽥ 理乃 越谷南高校  6-0

   仙波 瑚希未  

6 3461470 仙波 瑚希未 浦和学院高校 6-1  

    松澤 結依 [6]

7  Bye   6-3

   松澤 結依 [6]  

8 3461975 松澤 結依 [6] 越谷南高校   

    中田 香珠羽 [1]

9 3460932 井上 杏咲 [4] 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-3

   井上 杏咲 [4]  

10  Bye    

    井上 杏咲 [4]

11 3462086 永堀 夢乃 越谷南高校  6-0

   永堀 夢乃  

12  Bye    

    井上 杏咲 [4]

13 3462088 森 栞菜 越谷南高校  6-2

   稲荷 沙希  

14 3462084 稲荷 沙希 越谷南高校 6-2  

    熊谷 望咲 [7]

15  Bye   6-1

   熊谷 望咲 [7]  

16 3461968 熊谷 望咲 [7] 越谷南高校   

    中田 香珠羽 [1]

17 3461278 麻生 菜月 [5] 埼玉平成高校  6-1

   麻生 菜月 [5]  

18  Bye    

    麻生 菜月 [5]

19 3461793 和⽥ 琴子 正智深谷高校  6-1

   和田 琴子  

20 3461823 関谷 葵衣 Smile Tennis College 6-2  

    麻生 菜月 [5]

21 3461982 藤⽯ 倫楓 越谷南高校  6-1

   五十嵐 遥香  

22 3461831 五⼗嵐 遥香 市⽴浦和高校 6-0  

    五十嵐 遥香

23  Bye   w.o.

   滝口 莉珠 [3]  

24 3461920 滝口 莉珠 [3] 浦和麗明高校   

    麻生 菜月 [5]

25 3461913 ⾦⼦ 歩乃佳 [8] 浦和明の星⼥子高校  6-3

   金子 歩乃佳 [8]  

26  Bye    

    金子 歩乃佳 [8]

27 3462117 角 楽生 越谷南高校  6-1

   小島 千  

28 3461923 小島 千 Smile Tennis College 7-6(7)  

    尾白 梓 [2]

29 3462005 畠山 日菜子 浦和学院高校  6-1

   高谷 心結  

30 3461633 高谷 心結 岩槻高校 6-1  

    尾白 梓 [2]

31  Bye   7-6(1)

   尾白 梓 [2]  

32 3461912 尾白 梓 [2] 浦和明の星⼥子高校  
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16歳以下⼥⼦シングルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　          　　1R SF F
   

1 3461283 小島 温花 [1] ALWAYS TENNIS  SCHOOL  

   小島 温花 [1]

2 3461543 滝口 美吹 鷲宮東中学校 6-0  

    小島 温花 [1]

3 3461518 内⽥ 優⾥ ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-3

   内田 優里  

4 3461890 ⽥端 真裕 Smile Tennis College 6-1  

    小島 温花 [1]

5 3462120 荒川 侑子 ⻄武学園⽂理中学校  6-4

   荒川 侑子  

6 3461703 吉⽥ 歩未 川口市ﾃﾆｽ協会 6-1  

    末次 遥

7 3461772 末次 遥 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-0

   末次 遥  

8 3461089 地田 葵 [2] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ w.o.

14歳以下⼥⼦シングルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　　 　          1R QF SF         F
   

1 3461767 清水 眞衣 [1] 埼玉県ﾃﾆｽ協会  

   清水 眞衣 [1]

2  Bye    

    清水 眞衣 [1]

3 3461827 大槻 真衣 ⼾⽥市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  6-3

   高稲 那奈  

4 3462060 ⾼稲 那奈 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-2  

    清水 眞衣 [1]

5 3461943 浅海 瑛美 [3] 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-2

   浅海 瑛美 [3]  

6  Bye    

    石津 結衣

7 3462094 石津 結衣 Fﾃﾆｽ  6-4

   石津 結衣  

8 3462038 中村 千織 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-2  

    扇本 紅那

9 3461326 扇本 紅那 ｴﾙｳﾞｪ  6-1

   扇本 紅那  

10 3462039 領家 夏海 ⻄武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ 6-0  

    扇本 紅那

11  Bye   6-3

   持田 楓華 [4]  

12 3461828 持田 楓華 [4] ⼾⽥市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ   

    扇本 紅那

13 3461948 佐々木 海嘉 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-0

   佐々木 海嘉  

14 3462101 ⾼村 優花 加須東中学校 w.o.  

    佐々木 海嘉

15  Bye   w.o.

   影山 美桜 [2]  

16 3462025 影山 美桜 [2] ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  
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12歳以下⼥⼦シングルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　　    　　1R 2R QF SF F
3461904 高津 陽菜乃【9】 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

1 3461800  羽生田 杏 [1]  ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  

   高津 陽菜乃 [9]

2  Bye    

    加藤 千愛

3 3461999 森 帆菜 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  w.o.

   加藤 千愛  

4 3461947 加藤 千愛 ITDｱｶﾃﾞﾐｰ w.o.  

    加藤 千愛

5 3462035 松本 彩希 Fﾃﾆｽ  6-0

   山手 咲良  

6 3462103 ⼭手 咲良 埼玉県ﾃﾆｽ協会 6-3  

    山手 咲良

7  Bye   w.o.

   髙野 碧 [5]  

8 3462018 髙野 碧 [5] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    永島 凛歩 [6]

9 3461907 宮 祐月 [3] Fﾃﾆｽ  6-3

   宮 祐月 [3]  

10  Bye    

    安原 唯乃

11 Bye  w.o.

   安原 唯乃  

12 3462106 安原 唯乃 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ   

    永島 凛歩 [6]

13 3461995 広⾒ 空 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-0

   広見 空  

14 3462096 大越 恵菜 H.Y.S 6-1  

    永島 凛歩 [6]

15  Bye   6-3

   永島 凛歩 [6]  

16 3461700 永島 凛歩 [6] ⼾⽥市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ   

    地田 侑珠 [2]

17 3461998 伊藤 美空 [7] SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ  6-3

   伊藤 美空 [7]  

18  Bye    

    倉島 菜南実

19 3461985 倉島 菜南実 Smile Tennis College  w.o.

   倉島 菜南実  

20 3462040 荒井 柑奈 みんなのﾃﾆｽ 6-2  

    高村 茉莉

21 3462000 千葉 真⽩ ﾃﾆｽｾﾞﾛ浦和  6-2

   高村 茉莉  

22 3461826 高村 茉莉 ⼾⽥市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 7-6(5)  

    高村 茉莉

23  Bye   6-1

   植松 真帆 [4]  

24 3461910 植松 真帆 [4] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ   

    地田 侑珠 [2]

25 3461832 鈴⽊ 綾花 [8] ⼾⽥市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  6-3

   鈴木 綾花 [8]

26  Bye    

    鈴木 綾花 [8]

27 3461929 仲間 ななみ むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-1

   仲間 ななみ  

28  Bye    

    地田 侑珠 [2]

29 3462097 杉⼭ 叶実 Smile Tennis College  6-0

   末光 怜美奈  

30 3462043 末光 怜美奈 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-3  

    地田 侑珠 [2]

31  Bye   6-0

   地田 侑珠 [2]  

32 3461643 地田 侑珠 [2] むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  
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18歳以下⼥⼦ダブルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　    　　1R QF SF F
3460924 山口 結⼦ [1] 浦和学院高校

1 3461294 藤井 愛瑠 H.Y.S 山口 結子 [1]

   藤井 愛瑠

2  Bye   山口 結子 [1]

3461831 五⼗嵐 遥⾹ 市⽴浦和高校  藤井 愛瑠

3 3461923 小島 千 Smile Tennis College 井上 杏咲 7-6(4)

3460932 井上 杏咲 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 麻生 菜月  

4 3461278 麻生 菜月 埼玉平成高校 6-0 山口 結子 [1]

3461912 尾白 梓 [3] 浦和明の星⼥⼦高校  藤井 愛瑠

5 3462005 畠山 日菜⼦ 浦和学院高校 尾白 梓 [3] 6-1

   畠山 日菜子  

6  Bye   尾白 梓 [3]

3462084 稲荷 沙希 越谷南高校  畠山 日菜子

7 3462117 角 楽生 越谷南高校 伊藤 結衣 6-1

3461541 伊藤 結衣 ﾁｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ岡部 和田 琴子  

8 3461793 和田 琴⼦ 正智深谷高校 6-1 山口 結子 [1]

3462124 安田 真海 川口高校  藤井 愛瑠

9 3462123 小野 愛梨 川口高校 安田 真海 6-3

3461981 菅原 茉緒⾥ 越谷南高校 小野 愛梨  

10 3461982 藤⽯ 倫楓 越谷南高校 6-0 松澤 結依 [4]

3461974 河野 優菜 越谷南高校  熊谷 望咲

11 3461979 野本 彩乃 越谷南高校 松澤 結依 [4] 6-4

3461975 松澤 結依 [4] 越谷南高校 熊谷 望咲  

12 3461968 熊谷 望咲 越谷南高校 6-0 中田 香珠羽 [2]

3462088 森 栞菜 越谷南高校  渡邉 天音

13 3462086 永堀 夢乃 越谷南高校 小枝 凛香 6-0

3461593 小枝 凛⾹ 越谷南高校 成田 理乃  
14 3461976 成田 理乃 越谷南高校 6-1 中田 香珠羽 [2]

    渡邉 天音

15  Bye  中田 香珠羽 [2] 6-3

3461273 中田 香珠羽 [2] TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 渡邉 天音  

16 3461160 渡邉 天音 ALWAYS TENNIS SCHOOL  

16歳以下⼥⼦ダブルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　　　           F
3461879 アレン ハンナ [1] ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

1 3461647 宮脇 瑠璃芭 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ アレン ハンナ [1]

3462120 荒川 侑⼦ ⻄武学園⽂理中学校 宮脇 瑠璃芭

2 3462121 髙橋 優奈 ⻄武学園⽂理中学校 6-0

12歳以下⼥⼦ダブルス
KTANo. St. 選手名 所属団体 　   　      　1R F
3461929 仲間 ななみ [1] むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

1 3461643 地田 侑珠 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 仲間 ななみ [1]

3462103 ⼭手 咲良 埼玉県ﾃﾆｽ協会 地田 侑珠

2 3462105 田中 陽乃 埼玉県ﾃﾆｽ協会 w.o. 仲間 ななみ [1]

3462000 千葉 真⽩ ﾃﾆｽｾﾞﾛ浦和  地田 侑珠

3 3461964 常松 いろは ﾃﾆｽｾﾞﾛ浦和 永島 凛歩 6-2

3461700 永島 凛歩 ⼾田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 鈴木 綾花  

4 3461832 鈴⽊ 綾花 ⼾田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 6-2  


