
 

第 12 回キッズテニス大会 IN SAITAMA 

2018 年 10 月 13 日（土） 

 

大会の部   参加 117 名（申し込み 122 名） 

教室の部   参加  38 名（申し込み 40 名） 
 

＜大会の部 上位入賞者＞ 

1・2 年男子 1・2 年女子 

1 位 今鉾 亮太（久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ） 1 位 寺内 慈（ﾏﾏﾊﾟﾊﾟ tennis） 

2 位 野口 悠斗（ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） 2 位 冨永 陽色（島小学校） 

3 位 清村 仁志（ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 3 位 宗村 心音（川口市立桜町小学校） 

3 位 倉根 悠希（浦和 SC 三室） 3 位 野口 あかり（ルネサンス蕨） 

ｺﾝｿﾚ 1 位 － ｺﾝｿﾚ 1 位       － 

３・４年男子 ３・４年女子 

1 位 今鉾 祐貴（久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ） 1 位 平藤 由依（与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 

2 位 村田 陽太（上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ） 2 位 永井 美月（浦和 SC 中尾） 

3 位 稲田 大悟（久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ） 3 位 江田 陽南（堀本 Jｒ） 

3 位 武藤 春平（浦和 SC 天沼） 3 位 福田 花梨（浦和 SC 中尾） 

ｺﾝｿﾚ 1 位 海老原 光志朗（ZIP ﾃﾆｽｱﾘｰﾅ大宮） ｺﾝｿﾚ 1 位 渡邉 ひより（浦和 SC 駒場水曜） 

５・６年男子 ５・６年女子 

1 位 佐藤 京有（常盤小学校） 1 位 辰見 奈緒（道祖土小学校） 

2 位 櫻井 皓太（久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ） 2 位 斉藤 桃子（浦和 SC 本太） 

3 位 野口 諒人（ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） 3 位 森田 七風（浦和 SC 本太） 

3 位 吉岡 怜哉（久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ） 3 位 山﨑 里菜（大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ） 

ｺﾝｿﾚ 1 位 穐原 颯志（ルネサンス浦和） ｺﾝｿﾚ 1 位 大久保 結菜（堀本 Jｒ） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

予選リーグ
A 松本 菖佑 中村 優仁 #N/A 順位

5 松本 菖佑 マツモト ショウスケ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①5-9 4-9 ② 2
12 中村 優仁 ナカムラ ユウジン ITC与野ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①9-5 9-4 ③ 1

#N/A #N/A #N/A ② ③

B 金子 凌也 倉根 幌希 八鍬 耕晴 順位
3 金子 凌也 カネコ リョウヤ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-2 ②9-3 1
8 倉根 幌希 クラネ コウキ 浦和SC三室 ①2-9 ③9-7 2

18 八鍬 耕晴 ヤクワ コウセイ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②3-9 ③7-9 3

C 今鉾 亮太 佐藤 慶汰 牧野 隼士 順位
1 今鉾 亮太 イマホコ リョウタ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-7 ②9-0 1

10 佐藤 慶汰 サトウ ケイタ ﾙﾈｻﾝｽ浦和 ①7-9 ③9-3 2
15 牧野 隼士 マキノ ハヤト 浦和SC三室 ②0-9 ③3-9 3

Ｄ 榎本 篤 倉根 悠希 松本 理汰 順位
2 榎本 篤 エノモト アツシ 堀本Jr ①7-9 ②7-9 3
9 倉根 悠希 クラネ ハルキ 浦和SC三室 ①9-7 ③9-8 1

16 松本 理汰 マツモト リタ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②9-7 ③8-9 2

E 島田 一希 清村 仁志 牧野 竜也 順位
4 島田 一希 シマダ カズキ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①0-9 ②3-9 3

11 清村 仁志 シムラ ヒトシ ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①9-0 ③9-0 1
14 牧野 竜也 マキノ タツヤ 浦和SC三室 ②9-3 ③0-9 2

F 小此木 朝陽 内田 慧 野口 悠斗 順位
7 小此木 朝陽 オコノギ アサヒ 大谷口小学校 ①3-9 ②1-9 3
6 内田 慧 ウチダ ケイ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-3 ③6-9 2

13 野口 悠斗 ノグチ ユウト ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ ②9-1 ③9-6 1

1・２年男子  



  

決勝トーナメント
E1 シムラ ヒトシ

清村 仁志 ｼﾑﾗ

F3 オコノギ アサヒ 6 9-6

小此木 朝陽

A3 #N/A 1 11
#N/A ｼﾑﾗ

B2 クラネ コウキ 9-4
倉根 幌希 ﾏﾂﾓﾄ

D2 マツモト リタ 3 9-3

松本 理汰 ｲﾏﾎｺ

C1 イマホコ リョウタ 15 9-5

今鉾 亮太 ｲﾏﾎｺ

F2 ウチダ ケイ 4 9-2
内田 慧 ｲﾏﾎｺ

A1 ナカムラ ユウジン 12 9-2

中村 優仁 ﾅｶﾑﾗ

E3 シマダ カズキ 5 9-3
島田 一希 ｲﾏﾎｺ ﾘｮｳﾀ

A2 マツモト ショウスケ 17 9-1

松本 菖佑 ﾏﾂﾓﾄ

B1 カネコ リョウヤ 7 9-8
金子 凌也 ﾉｸﾞﾁ

C3 マキノ ハヤト 13 9-5
牧野 隼士 ﾉｸﾞﾁ

F1 ノグチ ユウト 8 9-1

野口 悠斗 ﾉｸﾞﾁ

E2 マキノ タツヤ 16 9-4
牧野 竜也 ｴﾉﾓﾄ

D3 エノモト アツシ 9 9-5

榎本 篤 ｸﾗﾈ

C2 サトウ ケイタ 14 9-5

佐藤 慶汰 ｻﾄｳ

B3 ヤクワ コウセイ 2 9-6 ｸﾗﾈ

八鍬 耕晴 10 9-5
D1 クラネ ハルキ

倉根 悠希

浦和SC三室

ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

大谷口小学校

#N/A

浦和SC三室

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

ITC与野ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

堀本Jr

ﾙﾈｻﾝｽ浦和

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC三室

ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

浦和SC三室



 

  

予選リーグ
A 遠塚谷 穂華 芳井 スミレ 寺内 慈 順位

4 遠塚谷 穂華 トウツカヤ ホノカ 浦和SC駒場木曜 ①9－1 ②3－9 2
9 芳井 スミレ ヨシイ スミレ 北浦和小学校 ①1－9 ③0－9 3

11 寺内 慈 テラウチ メグム ﾏﾏﾊﾟﾊﾟtennis ②9－3 ③9－0 1

B 青木 律花 松浦 七愛 冨永 陽色 順位
1 青木 律花 アオキ リツカ 浦和SC駒場木曜 ①9－7 ②2－9 2
7 松浦 七愛 マツウラ ナナミ 浦和SC中尾 ①7－9 ③3－9 3

12 冨永 陽色 トミナガ ヒイロ 島小学校 ②9－2 ③9－3 1

C 小久保 瑛菜 平林 桃 #N/A 順位
2 小久保 瑛菜 コクボ エイナ 浦和SC北浦和 ①9－5　4－9　7－9 ② 2
6 平林 桃 ヒラバヤシ モモ 浦和SC駒場木曜 ①5－9　9－4　9－7 ③ 1

#N/A #N/A #N/A ② ③

D 近藤 凛 渡部 愛結 宗村 心音 順位
3 近藤 凛 コンドウ リン 浦和SC駒場木曜 ①9－6 ②4－9 2

10 渡部 愛結 ワタナベ ミユ ﾉｱ武蔵浦和 ①6－9 ③5－9 3
14 宗村 心音 ムネムラ コト 川口市立桜町小学校 ②9－4 ③9－5 1

E 野口 あかり 三角 萌日 #N/A 順位
5 野口 あかり ノグチ アカリ ﾙﾈｻﾝｽ蕨 ①9－4　9－7 ② 1
8 三角 萌日 ミスミ ホノカ 浦和SC駒場木曜 ①4－9　7－9 ③ 2

#N/A #N/A #N/A ② ③

決勝トーナメント
A1 テラウチ メグム

ﾏﾏﾊﾟﾊﾟtennis
C2 コクボ エイナ 6 テラウチ

浦和SC北浦和 ワタナベ 　　　9－1

D3 ワタナベ ミユ 1 9－8

ﾉｱ武蔵浦和 テラウチ

B2 アオキ リツカ  10 9－2
浦和SC駒場木曜 　　ミスミ

E2 ミスミ ホノカ 2 9－2 ムネムラ

浦和SC駒場木曜 7 9－2
D1 ムネムラ コト

川口市立桜町小学校  ﾃﾗｳﾁ ﾒｸﾞﾑ

A3 ヨシイ スミレ 12 9－4

北浦和小学校 ヨシイ

C1 ヒラバヤシ モモ 3 9－5
浦和SC駒場木曜

B3 マツウラ ナナミ 9 ノグチ

浦和SC中尾 ノグチ 9－5

E1 ノグチ アカリ 4 9－4

ﾙﾈｻﾝｽ蕨 トミナガ

D2 コンドウ リン  11 9－2
浦和SC駒場木曜 トウツカヤ

A2 トウツカヤ ホノカ 5 9－4 トミナガ

浦和SC駒場木曜 8 9－3
B1 トミナガ ヒイロ

島小学校

平林 桃

芳井 スミレ

松浦 七愛

近藤 凛

遠塚谷 穂華

冨永 陽色

野口 あかり

宗村 心音

寺内 慈

小久保 瑛菜

渡部 愛結

青木 律花

三角 萌日

1・２年女子  



 

  

予選リーグ
A 杉浦 光海 稲田 大悟 河野 琢司 順位

3 杉浦 光海 スギウラ アキウミ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①2-9 ②9-2 2
9 稲田 大悟 イナダ ダイゴ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-2 ③9-2 1
2 河野 琢司 コウノ タクジ 浦和SC三室 ②2-9 ③2-9 3

B 松井 馨太 　内田 明来 武藤 春平 順位
5 松井 馨太 マツイ ケイタ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①5-9 ②1-9 3

11 　内田 明来 ウチダ アクル 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-5 ③1-9 2
16 武藤 春平 ムトウ シュンペイ 浦和SC天沼 ②9-1 ③9-1 1

C 松本 梗佑 永井 修 #N/A 順位
6 松本 梗佑 マツモト キョウスケ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ 9-5 9-4 1

15 永井 修 ナガイ シュウ 浦和SC駒場水曜 ①5-9 4-9 2
#N/A #N/A #N/A

D 金子 太星 渡邉 颯一郎 田中 優作 順位
12 金子 太星 カネコ タイセイ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-6 ②3-9 2
8 渡邉 颯一郎 ワタナベ ソウイチロウ 浦和SC駒場水曜 ①6-9 ③1-9 3

14 田中 優作 タナカ ユウサク 浦和SC天沼 ②9-3 ③9-1 1

E 花岡 琉生 今鉾 祐貴 森 颯太 順位
4 花岡 琉生 ハナオカ ルイ ﾙﾈｻﾝｽ浦和 ①5-9 ②5-9 3

10 今鉾 祐貴 イマホコ ユウキ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-5 ③9-4 1
17 森 颯太 モリ ソウタ 浦和SC本太 ②9-5 ③4-9 2

F 海老原 光志朗 村田 陽太 川井 悠良 順位
1 海老原 光志朗 エビハラ コウシロウ ZIPﾃﾆｽｱﾘｰﾅ大宮 ①4-9 ②8-9 3
7 村田 陽太 ムラタ ヒナタ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-4 ③3-9 2

13 川井 悠良 カワイ チカラ 浦和SC本太 ②9-8 ③9-3 1

３・４年男子  



 

 

  

決勝トーナメント
A1 イナダ ダイゴ

稲田 大悟
B2 ウチダ アクル 5 ｲﾅﾀﾞ

　内田 明来 ｳﾁﾀﾞ 9-5

C2 ナガイ シュウ 1 9-4

永井 修 ﾑﾗﾀ

E2 モリ ソウタ  9 9-6

森 颯太 ﾑﾗﾀ

F2 ムラタ ヒナタ 2 9-4 ﾑﾗﾀ

村田 陽太 6 9-8

D1 タナカ ユウサク
田中 優作 11 ｲﾏﾎｺ ﾕｳｷ

B1 ムトウ シュンペイ 9-2

武藤 春平
D2 カネコ タイセイ 7 ﾑﾄｳ

金子 太星 ｶﾜｲ 9-6

F1 カワイ チカラ 3 9-6

川井 悠良 ｲﾏﾎｺ

E1 イマホコ ユウキ  10 9-5

今鉾 祐貴 ｲﾏﾎｺ

A2 スギウラ アキウミ 4 9-5 ｲﾏﾎｺ

杉浦 光海 8 9-4

C1 マツモト キョウスケ

松本 梗佑  

コンソレ
A3 コウノ タクジ

河野 琢司
D3 ワタナベ ソウイチロウ 3 ﾏﾂｲ

渡邉 颯一郎 ﾏﾂｲ 9-3

B3 マツイ ケイタ 1 9-7 ｴﾋﾞﾊﾗ ｺｳｼﾛｳ

松井 馨太 4 9-7
E3 ハナオカ ルイ

花岡 琉生 ｴﾋﾞﾊﾗ

F3 エビハラ コウシロウ 2 9-5

海老原 光志朗

浦和SC三室

浦和SC駒場水曜

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

ZIPﾃﾆｽｱﾘｰﾅ大宮

浦和SC天沼

ﾙﾈｻﾝｽ浦和

浦和SC天沼

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC本太

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC駒場水曜

浦和SC本太

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ



  

予選リーグ
A 野村 夏希 田中 優杏 山本 佳奈 順位

7 野村 夏希 ノムラ ナツキ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①4－9 ②9－6 2
17 田中 優杏 タナカ ユア 浦和SC本太 ①9－4 ③9－0 1
27 山本 佳奈 ヤマモト カナ 浦和SC三室 ②6－9 ③0－9 3

B 芹澤 沙弥香 神山 愛衣 矢作 陽奈 順位
5 芹澤 沙弥香 セリザワ サヤカ 堀本Jr ①2－9 ②9－5 2

15 神山 愛衣 カミヤマ アイ 浦和SC本太 ①9－2 ③9－8 1
25 矢作 陽奈 ヤハギ ヒナ 浦和SC中尾 ②5－9 ③8－9 3

C 鈴木 麻菜香 江田 陽南 福田 花梨 順位
3 鈴木 麻菜香 スズキ マナカ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9－7 ②6－9 3

13 江田 陽南 エダ ハルナ 堀本Jr ①7－9 ③9－6 1
23 福田 花梨 フクダ カリン 浦和SC中尾 ②9－6 ③6－9 2

Ｄ 井上 結月 伊奈 凛 西村 明莉 順位
1 井上 結月 イノウエ ユヅキ 浦和SC天沼 ①1－9 ②4－9 3

11 伊奈 凛 イナ リン 浦和SC本太 ①9－1 ③5－9 2
21 西村 明莉 ニシムラ アカリ 浦和SC中尾 ②9－4 ③9－5 1

E 里村 かのん 井上 璃子 鈴木 優奏 順位
2 里村 かのん サトムラ カノン ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽ浦和 ①7－9 ②9－4 2

12 井上 璃子 イノウエ リコ 浦和SC駒場水曜 ①9－7 ③9－5 1
4 鈴木 優奏 スズキ ユカナ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②4－9 ③5－9 3

F 馬場 愛里朱 小澤 香子 皆川 斐南 順位
22 馬場 愛里朱 ババ アリス 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①4－9 ②9－2 2
14 小澤 香子 オザワ カコ 浦和SC駒場水曜 ①9－4 ③9－4 1
24 皆川 斐南 ミナガワ ヒナ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②2－9 ③4－9 3

G 西村 夏歩 髙橋 凛子 矢作 萌 順位
6 西村 夏歩 ニシムラ カホ 浦和SC天沼 ①7－9 ②5－9 3

16 髙橋 凛子 タカハシ リンコ 浦和SC駒場水曜 ①9－7 ③4－9 2
26 矢作 萌 ヤハギ モエ 浦和SC中尾 ②9－5 ③9－4 1

H 平藤 由依 丹野 愛佑 渡邉 ひより 順位
8 平藤 由依 ヒラフジ ユイ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①9－5 ②9－1 1

18 丹野 愛佑 タンノ アユ 浦和SC本太 ①5－9 ③9－4 2
28 渡邉 ひより ワタナベ ヒヨリ 浦和SC駒場水曜 ②1－9 ③4－9 3

I 森田 若葉 永井 美月 #N/A 順位
10 森田 若葉 モリタ ワカバ 三浦Jｒ ①9－7　2－9　3－9 ② 2
20 永井 美月 ナガイ ミツキ 浦和SC中尾 ①7－9　9－2　9－3 ③ 1

#N/A #N/A #N/A ② ③

J 藤井 奏羽 出口 舞桜 #N/A 順位
9 藤井 奏羽 フジイ カナハ 浦和SC中尾 ①9－7　4－9　5－9 ② 2

19 出口 舞桜 デグチ マオ 常盤小学校 ①7－9　9－4　9－5 ③ 1
#N/A #N/A #N/A ② ③

３・４年女子  



 

 

 

 

 

 

  

決勝トーナメント
A1 タナカ ユア

浦和SC本太 タナカ

E2 サトムラ カノン 7 9－8

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽ浦和 サトムラ

G2 タカハシ リンコ 1 9－6 13
浦和SC駒場水曜 ナガイ

I1 ナガイ ミツキ 9－7

浦和SC中尾 ナガイ

J1 デグチ マオ 5 9－6
常盤小学校 ナガイ

C1 エダ ハルナ 17 9－2

堀本Jr エダ

D2 イナ リン 6 9－6
浦和SC本太 エダ

F2 ババ アリス 14 9－4
久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ババ

H2 タンノ アユ 2 9－5 ババ

浦和SC本太 8 9－6
B1 カミヤマ アイ

浦和SC本太
G1 ヤハギ モエ 19 ﾋﾗﾌｼﾞ ﾕｲ

浦和SC中尾 フクダ 9－6

J2 フジイ カナハ 11 9－4
浦和SC中尾 フクダ

C2 フクダ カリン 3 9－5 15

浦和SC中尾 フクダ

F1 オザワ カコ 9－7
浦和SC駒場水曜 ニシムラ

D1 ニシムラ アカリ 9 9－6

浦和SC中尾 ヒラフジ

E1 イノウエ リコ 18 9－7

浦和SC駒場水曜 イノウエ

A2 ノムラ ナツキ 10 9－6
上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ヒラフジ

I2 モリタ ワカバ 16 9－5

三浦Jｒ モリタ

B2 セリザワ サヤカ 4 9－7 ヒラフジ

堀本Jr 12 9－1
H1 ヒラフジ ユイ

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

コンソレ
A3 ヤマモト カナ

浦和SC三室 ヤハギ

B3 ヤハギ ヒナ 1 9－1

浦和SC中尾 ヤハギ

C3 スズキ マナカ 5 9－7
久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ スズキマナカ

E3 スズキ ユカナ 2 9－0
上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ

D3 イノウエ ユヅキ 7 9－8
浦和SC天沼 ミナガワ

F3 ミナガワ ヒナ 3 9－4

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ワタナベ

G3 ニシムラ カホ 6 9－5
浦和SC天沼 ワタナベ

H3 ワタナベ ヒヨリ 4 9－4

浦和SC駒場水曜
渡邉 ひより

西村 明莉

井上 璃子

野村 夏希

森田 若葉

井上 結月

皆川 斐南

西村 夏歩

鈴木 優奏

藤井 奏羽

田中 優杏

里村 かのん

髙橋 凛子

永井 美月

出口 舞桜

江田 陽南

伊奈 凛

馬場 愛里朱

丹野 愛佑

神山 愛衣

矢作 萌

福田 花梨

小澤 香子

山本 佳奈

矢作 陽奈

鈴木 麻菜香

芹澤 沙弥香

平藤 由依



  

予選リーグ
Ａ 小此木 陽向 野口 諒人 吉岡 怜哉 順位

4 小此木 陽向 オコノギ ヒナタ 浦和SC中尾 ①6-9 ②4-9 3
12 野口 諒人 ノグチ アキト ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ ①9-6 ③9-3 1
19 吉岡 怜哉 ヨシオカ レイヤ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②9-4 ③3-9 2

B 河内 陽輝 平藤 遼 鈴木 柊慈 順位
6 河内 陽輝 カワウチ ハルキ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①3-9 ②9-3 2

14 平藤 遼 ヒラフジ リョウ 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①9-3 ③9-3 1
21 鈴木 柊慈 スズキ シュウジ 上落合小学校 ②3-9 ③3-9 3

C 菊地 冬馬 古屋 航 古舘 翼 順位
8 菊地 冬馬 キクチ トウマ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-5 ②7-9 2

16 古屋 航 フルヤ ワタル テニスゼロ浦和 ①5-9 ③4-9 3
23 古舘 翼 フルダテ ツバサ 上木崎小学校 ②9-7 ③9-4 1

D 岡部 充樹 佐藤 京侑 松井 奏太 順位
2 岡部 充樹 オカベ ミツキ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①7-9 ②9-1 2

10 佐藤 京侑 サトウ キョウユウ 常盤小学校 ①9-7 ③9-2 1
17 松井 奏太 マツイ ソウタ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②1-9 ③2-9 3

E 穐原 颯志 櫻井 皓太 松浦 純也 順位
1 穐原 颯志 アキハラ ソウシ ﾙﾈｻﾝｽ浦和 ①5-9 ②5-9 3
9 櫻井 皓太 サクライ コウタ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-5 ③9-5 1

24 松浦 純也 マツウラ ジュンヤ 浦和SC中尾 ②9-5 ③5-9 2

F 小川 統世 神田 真杜 元木 瑛哉 順位
3 小川 統世 オガワ トウセイ ﾙﾈｻﾝｽ浦和 ①9-6 ②9-4 1
7 神田 真杜 カンダ マナト 大戸小学校 ①6-9 ③9-8 2

18 元木 瑛哉 モトキ テルヤ 浦和SC三室 ②4-9 ③8-9 3

G 角 敦主 小池 空斗 #N/A 順位
5 角 敦主 カク アッシュ 美園小学校 ②8-9 6-9 2

20 小池 空斗 コイケ ソラト 海老沼小学校 ①9-8 9-6 1
#N/A #N/A #N/A

H 西 拳心 布施川 敬太 中村 暁 順位
11 西 拳心 ニシ ケンシン 浦和SC中尾 ①4-9 ②9-4 2
15 布施川 敬太 フセガワ ケイタ 久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9-4 ③9-1 1
22 中村 暁 ナカムラ アキ さいたま市テニス教室(堀崎) ②4-9 ③1-9 3

５・６年男子  



 

  決勝トーナメント
A1 ノグチ アキト

野口 諒人 ﾉｸﾞﾁ

H2 ニシ ケンシン 1 9-0

西 拳心 ﾉｸﾞﾁ

B1 ヒラフジ リョウ 9 9-5

平藤 遼 ﾋﾗﾌｼﾞ

G2 カク アッシュ 2 9-3

角 敦主 ｻﾄｳ

C1 フルダテ ツバサ  13 9-7

古舘 翼 ｶﾝﾀﾞ

F2 カンダ マナト 3 9-8

神田 真杜  ｻﾄｳ

D1 サトウ キョウユウ 10 9-2

佐藤 京侑 ｻﾄｳ

E2 マツウラ ジュンヤ 4 9-1

松浦 純也  ｻﾄｳ ｷｮｳﾕｳ

E1 サクライ コウタ 15 9-2

櫻井 皓太 ｻｸﾗｲ

D2 オカベ ミツキ 5 9-5

岡部 充樹
F1 オガワ トウセイ 11 ｻｸﾗｲ

小川 統世 ｵｶﾞﾜ 9-4

C2 キクチ トウマ 6 9-7

菊地 冬馬 ｻｸﾗｲ

G1 コイケ ソラト  14 9-6

小池 空斗 ｺｲｹ

B2 カワウチ ハルキ 7 9-2

河内 陽輝  ﾖｼｵｶ

H1 フセガワ ケイタ 12 9-6

布施川 敬太 ﾖｼｵｶ

A2 ヨシオカ レイヤ 8 9-4

吉岡 怜哉

コンソレ
A3 オコノギ ヒナタ

小此木 陽向
B3 スズキ シュウジ 4 ｵｺﾉｷﾞ

鈴木 柊慈 ｽｽﾞｷ 9-5

C3 フルヤ ワタル 1 9-1
古屋 航  ｱｷﾊﾗ ｿｳｼ

D3 マツイ ソウタ 6 9-8
松井 奏太 ｱｷﾊﾗ

E3 アキハラ ソウシ 2 9-6

穐原 颯志 5 ｱｷﾊﾗ

F3 モトキ テルヤ 9-4

元木 瑛哉 ﾓﾄｷ

H3 ナカムラ アキ 3 9-6
中村 暁

さいたま市テニス教室(堀崎)

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

浦和SC中尾

与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

美園小学校

上木崎小学校

大戸小学校

常盤小学校

浦和SC中尾

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

ﾙﾈｻﾝｽ浦和

ﾙﾈｻﾝｽ浦和

浦和SC三室

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ

上落合小学校

テニスゼロ浦和

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

海老沼小学校

久下小ﾏﾅｰｷｯｽﾞﾃﾆｽ

浦和SC中尾



  

５・６年女子  

予選リーグ
Ａ 久保 未采 斉藤 桃子 渡邉 聖 順位

5 久保 未采 クボ ミコト 上小小学校 ①2－9 ②5－9 3
12 斉藤 桃子 サイトウ モモコ 浦和SC本太 ①9－2 ③9－5 1
19 渡邉 聖 ワタナベ ヒジリ 大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ ②9－5 ③5－9 2

Ｂ 遠藤 悠実 森田 七風 矢内 日向 順位
3 遠藤 悠実 エンドウ ユミ 浦和SC中尾 ①2－9 ②3－9 3

10 森田 七風 モリタ ナナカ 浦和SC本太 ①9－2 ③9－3 1
17 矢内 日向 ヤウチ ヒナタ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽ浦和 ②9－3 ③3－9 2

C 阿部 胡花 曽我 佳世 植岡 紗永 順位
1 阿部 胡花 アベ コハナ 浦和SC天沼 ①3－9 ②4－9 3
8 曽我 佳世 ソガ カヨ ITC与野ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ①9－3 ③4－9 2
2 植岡 紗永 ウエオカ サエ 浦和SC本太 ②9－4 ③9－4 1

Ｄ 角田 志歩 森谷 舞香 野村 美咲 順位
15 角田 志歩 ツノダ シホ 浦和SC中尾 ①6－9 ②9－2 2
11 森谷 舞香 モリヤ マイカ 堀本Jr ①9－6 ③9－3 1
16 野村 美咲 ノムラ ミサキ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ②2－9 ③3－9 3

E 大久保 結菜 宮澤 七聖 山﨑 里菜 順位
4 大久保 結菜 オオクボ ユイナ 堀本Jr ①5－9 ②2－9 3
9 宮澤 七聖 ミヤザワ ナナセ 上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ ①9－5 ③5－9 2

18 山﨑 里菜 ヤマザキ リナ 大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ ②9－2 ③9－5 1

F 白川 静楓 小嶋 沙英 #N/A 順位
7 白川 静楓 シラカワ セイカ ﾙﾈｻﾝｽ浦和 ①9－4　9－4　 ② 1
6 小嶋 沙英 コジマ サエ 浦和SC本太 ①4－9　4－9　 ③ 2

#N/A #N/A #N/A ② ③

G 立石 紗良 辰見 奈緒 #N/A 順位
14 立石 紗良 タテイシ サラ 浦和SC三室 ①7－9　5－9 ②
13 辰見 奈緒 タツミ ナオ 道祖土小学校 ①9－7　9－5 ③

#N/A #N/A #N/A ② ③



 

 

決勝トーナメント
G1 タツミ ナオ

道祖土小学校
E2 ミヤザワ ナナセ 7 タツミ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ 9－6

C2 ソガ カヨ 1
ITC与野ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ タツミ

A2 ワタナベ ヒジリ  11 9－8
大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ モリタ

B1 モリタ ナナカ 2 9－5

浦和SC本太  モリタ

F2 コジマ サエ 9 9－7
浦和SC本太 モリヤ

D1 モリヤ マイカ 3 9-3

堀本Jr  ﾀﾂﾐ ﾅｵ

C1 ウエオカ サエ 13 9－8

浦和SC本太 ウエオカ

D2 ツノダ シホ 4 9－0
浦和SC中尾

E1 ヤマザキ リナ 10 ヤマザキ

大里ｼｮｰﾄﾃﾆｽ ヤマザキ 9－7

B2 ヤウチ ヒナタ 5 9－8
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽ浦和 サイトウ

G2 タテイシ サラ  12 9－3
浦和SC三室 サイトウ

A1 サイトウ モモコ 6 9－1 サイトウ

浦和SC本太 8 9－1
F1 シラカワ セイカ

ﾙﾈｻﾝｽ浦和

コンソレ
A3 クボ ミコト

上小小学校
C3 アベ コハナ 3 ノムラ

浦和SC天沼 ノムラ 9－6

D3 ノムラ ミサキ 1 9－2 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾅ

上落合ｷｯｽﾞﾃﾆｽ 4 9－3
B3 エンドウ ユミ

浦和SC中尾 オオクボ

E3 オオクボ ユイナ 2 9－3

堀本Jr

矢内 日向

立石 紗良

斉藤 桃子

白川 静楓

小嶋 沙英

森谷 舞香

植岡 紗永

角田 志歩

山﨑 里菜

辰見 奈緒

宮澤 七聖

曽我 佳世

渡邉 聖

森田 七風

久保 未采

阿部 胡花

野村 美咲

遠藤 悠実

大久保 結菜


