
2020第27回 遠州少年少女シングルステニス大会

＜冬期大会＞

＜U12、U14、U16クラス静岡県ジュニアポイント（SJP）対象大会＞

＜大会スケジュール＞

１/3（金） ＜集合場所：6番コートと7番コートの間＞ 17：00にて終了します。予定を終了できなかった試合は1/5に行います

U10男・女・・・10：30集合・・本戦、コンソレ決勝まで

U12男・女・・・ 8：30集合・・男子本戦8残し。女子本戦4残し。女子5～8順位戦。男女コンソレ決勝まで

U16女子・・・・12：30集合・・本戦4残し、コンソレ決勝まで。

１/4（土） ＜集合場所：6番コートと7番コートの間＞ 19：00にて終了します。予定を終了できなかった試合は1/5に行います

U14男・女・・ 8：30集合・・男子本戦8残し、女子本戦4残し。女子5～8順位戦。男女コンソレ決勝まで

U16男子・・・ 13：00集合・・本戦8残し、コンソレ決勝まで

1/5（日） ＜集合場所：6番コートと7番コートの間＞

U12,14,16残り試合・・・全員9：00集合、決勝まで。3・5・7順位戦

＜試合方法＞

U10、U12は本戦・コンソレ1セットマッチ、本戦決勝8ゲームマッチ

U14、U16は本戦1セットマッチ、ベスト16以上8ゲームマッチ、本戦決勝3セットマッチ。コンソレ1セットマッチ

状況により8ゲームを1セットなどに変更したり、予定にない順位戦を行ったりします。

試合の進行により終了ラウンドを変更する場合もあります。

＜使用ボール＞

U12U14U16ブリヂストンXT8、U10はグリーンボールを使用します。

＜朝の練習と使用コート＞

AM8：00からできます。1/3は1～20コート、1/4,5は1～10、15～20コートが使用できます。

参加人数多数の為、朝の練習は１面４名以上で使用してください。

練習球はありません。各自でご用意下さい。練習は子供たちだけでお願いします。

集合前10～15分前から集合場所で受付を開始します。受付を済まし集合時間まで練習をしても結構です

＜服装について＞

テニスウエア、テニスシューズを着用下さい。ポケットのない子はボールホルダーを用意して下さい。

とても寒いと思われます。防寒の用意もお忘れなく。

＜雨天の場合＞

時間までにお集まり下さい。予備のコートがほとんどないため、寒くて大変ですがかなりの雨でも行います。

具体的にはコートに水が浮かないかぎり行います。着替えやタオルなどの用意をお忘れなく。

＜チャレンジマッチについて＞

終了した者を対象に、空コートを利用して「チャレンジマッチ」を行っています。

1/3,4は出来るかわかりません。1/5は少ないですが12：00ごろからできると思います。

確実な時間は当日、場内アナウンスでご連絡します。大会が終了したらチャレンジマッチも終了させていただきます。

＜駐車場について＞

花川テニスコートの一般駐車場は、道路南側になります。北側は関係者用ですのでご遠慮下さい。

＜送迎について＞

花川コート送り迎え時、路上で乗り降りをされる方がいますが、何回か事故が発生しています。

乗り降りは必ず駐車場の中でお願いします。

＜お休みの連絡について＞

大会を欠席する場合は連絡が必要です。

★前日まで・・・アオヤマスポーツ ℡： 053-454-9148

★当日・・・・・花川運動公園テニスコート事務所 ℡：053-437-0605

（ご好意で取り次いでくれます。失礼の無い様にお願いします。）

＜大会問い合わせ＞

参加者への連絡もしくは説明不足と思われる問い合わせが増えています。大会についての問い合わせは

各クラブまたは所属団体の責任者を通じて事務局（アオヤマスポーツ）までお願いします。



(5位戦)

(7位戦)

16歳以下女子シングルス

(5位戦)

(千代TC)

[5] 14 梶山　奈菜 (グリーンヒルTC) 二宮　茉子 (FTPTF) 28 [2]

(3位戦)

12 平野　杏奈 (WishTC) 廣岡穂乃花 (袋井クラウン) 26

13 岸井ののは (ブレスガーデンTC) 阿部友莉奈 (WishTC) 27

10 小長谷香恋 (吉田TC) 桂浦　和奏 (OTC) 24

11 伊藤　千晴 (千代TC) 藤松　穂乃 (NWTC) 25

22 [7]

9 永田　愛唯 (佐鳴台LTC) 守屋　希那 (ファインパルTC) 23

6 吉田　羽那 (グリーンヒルTC) 村松日菜乃 (WishTC) 20

[8] 7 鈴木　陽和 (アイTC) 藤本　舞衣 (ファインパルTC) 21 [4]

[3] 8 小和田なな (高瀬TC) 松永　結楽

4 木下　花穂 (WishTC) 葛西　紗葵 (時之栖TC) 18

5 麻布　実来 (藤枝New青葉) 稲葉　蘭藍 (アクトSC) 19

2 岡田　愛菜 (千代TC) 望月　結彩 (千代TC) 16

3 中井　琉湖 (春日井プリンスTC) 鈴木　彩葉 (グリーンヒルTC) 17

[1] 1 近藤　優衣 (高瀬TC) 熊谷　真琴 (TAS) 15 [6]

50 [2][6] 25 波津　秀紀 (時之栖TC) 丸井　優希 (名古屋LTC)

(7位戦)

48

24 白井　汰郎 (ブレスガーデンTC) 相原　風城 (ブレスパティオTC) 49

23 宮本　　敬 (浜松湖北高校) 髙栁　恭平 (袋井クラウン)

46

22 袴田　羽琉 (佐鳴台LTC) 八坂陸太郎 (高瀬TC) 47

21 赤坂　颯泰 (S's family TC) 増田　誠也 (ブレスガーデンTC)

44

20 菅原　悠斗 (袋井クラウン) 新井　翼颯 (本日庭球日) 45

19 松田　一希 (ウンノストロベリー) 田中　蒼大 (ウンノストロベリー)

42

18 小野田拓実 (ビボーンTC) 野島慎之丞 (NWTC) 43

17 篁　　龍生 (佐鳴台LTC) 芹澤　海音 (アスルクラロ沼津)

40

16 和田　脩甫 (WishTC) 大石　元喜 (S's family TC) 41

15 原　裕太郎 (清水LTC) 鈴木　　敦 (WishTC)

38 [7]

[4] 14 青木　琉莞 (時之栖TC) 小木曽佑弥 (ウンノストロベリー) 39

[8] 13 春日　　韻 (S.T.A.C) 野田　武瑠 (FTPTF)

36

12 仁科　拓海 (袋井クラウン) 山本　響希 (浜松市立高校) 37 [3]

11 大坪　勇斗 (グリーンヒルTC) 大保　陽希 (ブレスガーデンTC)

34

10 村田　一心 (WishTC) 藤井　爽守 (WishTC) 35

9 久米　琉陽 (佐鳴台LTC) 増井　晴久 (袋井クラウン)

32

8 三坂　悠真 (ブレスパティオTC) 佐々木洸貴 (グリーンヒルTC) 33

7 松澤　藍大 (佐鳴台LTC) 白幡　在真 (ブレスパティオTC)

30

6 渡邉　湧日 (ブレスガーデンTC) 露木　良太 (アクトSC) 31

5 菊池明己人 (ウンノストロベリー) 加藤　諒大 (佐鳴台LTC)

4 水野　広隆 (城南静岡中高) 黒澤　琉唯 (S.T.A.C) 29

3 辻　　祐史 (長森中学校) 相良　亜周 (アスルクラロ沼津)

16歳以下男子シングルス

(3位戦)

26 [5]

2 藤川　翔也 (アスルクラロ沼津) 鈴本　大稀 (NWTC) 27

[1] 1 藤原　瑞希 (ブレスガーデンTC) 丹羽　駿介 (WiM岐阜TC)

28



78

高祖　海音 (ｈ2エリートTA) 79 [2]

[6] 39 水野　琉成 (アイTC) 東　　海光 (スポルトTA)

76

38 山田優海音 (長森中学校) 塩谷　怜大 (長森中学校) 77

37 大場　遥仁 (東陽TS) 杉山　舜夢 (マインドサンTC)

74

36 大場龍太郎 (佐鳴台LTC) 尾原　泰雅 (ブレスガーデンTC) 75

35 新村　知己 (ブレスガーデンTC) 嶋田　向健 (清水LTC)

72

34 和泉斗海也 (さくらTC) 池田　匡吾 (TAS) 73

33 石川　　零 (グリーンヒルTC) 鈴本　力稀 (NWTC)

70

32 清水　陸来 (TEAM KOMADA) 山口　瑛作 (佐鳴台LTC) 71

31 藤枝優乃介 (マインドサンTC) 藤井　陽大 (WishTC)

68

30 三木　翔太 (ワタナベTC) 松井慎之助 (NWTC) 69

29 河野　巧味 (ブレスガーデンTC) 齋藤　柚馬 (東陽TS)

66

28 西田　　裕 (佐鳴台LTC) 小島　浩太 (佐鳴台LTC) 67

27 白鳥　佑樹 (清水LTC) 岩清水優矢 (ウンノストロベリー)

64

26 野末　昊希 (ブレスガーデンTC) 大庭　結心 (ファインパルTC) 65

25 加藤　滉大 (あおやま庭球塾) 磯谷真梛人 (袋井クラウン)

62

24 佐藤　瑞城 (佐鳴台LTC) 吉田　來叶 (佐鳴台LTC) 63

23 中山　峻汰 (袋井クラウン) 渡邉　琉海 (アクトSC)

60 [8]

22 望月　奏空 (ウンノストロベリー) 井出　柊弥 (アスルクラロ沼津) 61

21 秋山　颯麻 (ファインパルTC) 伝　　強志 (OTC)

58

[3] 20 山本　悠生 (S.T.A.C) 池田　光希 (NWTC) 59 [4]

[7] 19 田代　登馬 (ウィンビレッジTC) 浅沼　大稀 (アスルクラロ沼津)

56

18 桝井　友月 (袋井クラウン) 澤田　宗征 (長森中学校) 57

17 安本　柊一 (千代TC) 山内　智貴 (イシバシTG)

54

16 加田　翁将 (アスルクラロ沼津) 川中　光来 (グリーンヒルTC) 55

15 秋山　斗吾 (アクトSC) 小木　涼平 (WishTC)

52

14 鈴木聡一郎 (あおやま庭球塾) 竹中　優騎 (佐鳴台LTC) 53

13 井出　晴太 (佐鳴台LTC) 吉田　崇人 (ファインパルTC)

50

12 杉本　拓夢 (ファインパルTC) 青葉　泰志 (NWTC) 51

11 小林　柊晴 (長森中学校) 山田想一郎 (ブレスガーデンTC)

48

10 大場　海世 (WishTC) 石橋　理一 (千代TC) 49

9 河島賢太郎 (ブレスパティオTC) 小林　和司 (東陽TS)

46

8 久保田　圭 (アイTC) 山口　瑛大 (佐鳴台LTC) 47

7 鈴木　健太 (グリーンヒルTC) 山口　奏汰 (アスルクラロ沼津)

44

6 濱見　慶人 (佐鳴台LTC) 佐野　尚哉 (TAS) 45

5 名倉　祐輝 (リックス静岡TC) 大石　洋希 (S.T.A.C)

42

4 片桐　柊矢 (NWTC) 山本　海琉 (マインドサンTC) 43

3 野口　立樹 (マインドサンTC) 宮本　隆平 (清水LTC)

40 [5]

2 杉本　正悟 (TAS) 細谷　　暖 (アスルクラロ沼津) 41

[1] 1 宇野　彰剛 (WishTC) 渡邉　　匠 (袋井クラウン)

(7位戦)

14歳以下男子シングルス

(3位戦)

(5位戦)



(7位戦)

(3位戦)

(5位戦)

18 勝又　美玲 (ミナミTC) 松井　もも (OTC) 37 [2]

[6] 19 小池　真咲 (WishTC)

16 大塚　心捺 (吉田TC) 日下　望花 (ビボーンTC) 35

17 河合　和奏 (佐鳴台LTC) 名波　璃咲 (吉田TC) 36

14 室井ゆりか (袋井クラウン) 袴田　妃那 (佐鳴台LTC) 33

15 山﨑　美來 (千代TC) 杉山　　葵 (アイTC) 34

12 山口ゆいり (アスルクラロ沼津) 郡　　花歩 (袋井クラウン) 31

13 鈴木　実優 (ブレスガーデンTC) 矢川　紗奈 (TAS) 32

[8]

11 加茂　明莉 (花川TC) 加茂　茜音 (花川TC) 30

[3] 10 伊藤　　栞 (OTC) 柴山　祈梨 (ウンノストロベリー) 29

8 古屋　　葵 (佐鳴台LTC) 杉浦　愛海 (OTC) 27

[7] 9 蔦保　沙織 (S.T.A.C) 大塚　咲弥 (WishTC) 28 [4]

6 渡邉　心菜 (アクトSC) 小馬　　麻 (アクトSC) 25

7 鈴木　楓乃 (WishTC) 大須賀美尋 (袋井クラウン) 26

4 清水　梨央 (OTC) 黒澤　杏奈 (S.T.A.C) 23

5 青木　友南 (アイTC) 杉本　菜緒 (アイTC) 24

2 甲田　優月 (ブレスパティオTC) 野荒　芽衣 (ブレスガーデンTC) 21

3 村木　優歩 (NWTC) 舘野　　杏 (佐鳴台LTC) 22

12歳以下女子シングルス

[1] 1 山本　陽毬 (アイTC) 塩澤　彩芭 (TAS) 20 [5]

43

[8] 22 丹羽　絢香 (WiM岐阜TC) 大川　りこ (あおやま庭球塾) 44 [2]

21 大塚　心愛 (吉田TC) 佐藤　那菜 (リックス静岡TC)

41

20 伊東　璃乃 (佐鳴台LTC) 近藤奈津妃 (高瀬TC) 42

19 水元　れん (ウンノストロベリー) 赤坂　千聡 (S's family TC)

39

18 伊藤　にこ (東陽TS) 西角　菜月 (アイTC) 40

17 小木那々美 (WishTC) 山﨑　美侑 (静岡英和女学院)

37

16 長葭　梨子 (佐鳴台LTC) 岡田　和夏 (グリーンヒルTC) 38

15 横山菜々香 (あおやま庭球塾) 井村マリア (S.T.A.C)

35

14 澤入　美空 (S's family TC) 村井柚子香 (さくらTC) 36

13 大塚　沙来 (リックス静岡TC) 山﨑恵梨香 (佐鳴台LTC)

33 [4]

[3] 12 山本　小暖 (アイTC) 佐藤汐乃果 (OTC) 34 [7]

[6] 11 伊藤　優里 (ウンノストロベリー) 伊藤あさひ (NWTC)

31

10 石田　優月 (ワタナベTC) 田原　　優 (ミナミTC) 32

9 中林　朱里 (豊橋スーパー) 清水　　葵 (スポルトTA)

29

8 赤池　千幸 (あおやま庭球塾) 浅沼英莉奈 (吉田TC) 30

7 小林　優奈 (TAS) 市川こころ (グリーンヒルTC)

27

6 伊藤　真歩 (佐鳴台LTC) 小澤ひより (佐鳴台LTC) 28

5 宮下　桃菜 (チェリーTC) 杉本和香穂 (みさとTC)

25

4 中山　由菜 (ブレスパティオTC) 藤代　愛紗 (アスルクラロ沼津) 26

3 三浦　優奈 (ビボーンTC) 葛西　麗乃 (ミナミTC)

23 [5]

2 池野真奈美 (グリーンヒルTC) 桝井　菜月 (ブレスパティオTC) 24

[1] 1 田中　音色 (OTC) 名倉　万稀 (ロングウッド)

14歳以下女子シングルス

(3位戦)

(5位戦)

(7位戦)



68 [2][5] 34 鈴木　大雅 (ブレスパティオTC) 生熊　忠信 (佐鳴台LTC)

66

33 井出　惺大 (佐鳴台LTC) 三坂　啓人 (ブレスパティオTC) 67

32 野口　永遠 (マインドサンTC) 津田　敦輝 (アスルクラロ沼津)

31 興津　颯人 (リックス静岡TC)

清水　賀公 (TEAM KOMADA)

65

30

牛田　　漣 (WishTC)

加藤　理央 (佐鳴台LTC)

49

62

29 増田　陽友 (袋井クラウン) 大庭　嘉仁 63

28 松下　英璃 (PARQUE SC) 望月　翔太 (ウンノストロベリー)

64

27 内山　愛琉 (WishTC) 永井　祐翔 (ブレスガーデンTC) 61

26 大川　志道 (あおやま庭球塾) 名倉　康巧 (OTC)

59

24 本郷　航大 (ブレスガーデンTC) 岡田　直哉 (マインドサンTC)

60

56

23

大胡田礼和 (本日庭球日)

鈴木　瑛仁 (ブレスパティオTC) 57

22 渡辺　瑛斗 (あおやま庭球塾) 佐野　啓翔 (TAS)

石牧　諒真 (サーラ浜松)

58

25 小林　蒼大 (ブレスパティオTC)

53石野　陽登 (ブレスガーデンTC)19

54

21 伊藤　誠真 (佐鳴台LTC) 前野　宏喜 (ファインパルTC) 55

20 伊藤　秀悟 (TAS) 服部　大樹 (アクトSC)

[6] 17 神谷　　暁 (ブレスガーデンTC)

萩原　　楓 (ブレスパティオTC)

5016 杉本　賢悟 (TAS)

齊藤　蒼士 (袋井クラウン) 51 [3]

52 [8][4] 18 藤原宗太郎 (S.T.A.C)

15 柴田　悠空 (ビボーンTC)

内山　聖那 (ブレスガーデンTC)

47

14 木下　大地 (袋井クラウン) 大野　瑞生 (グリーンヒルTC) 48

13 松浦　　湊 (ブレスガーデンTC) 小林　隼人 (聖隷TS)

45

12 細谷　　詢 (アスルクラロ沼津) 藤原　幸太 (リックス静岡TC) 46

11 鳥居　幹大 (佐鳴台LTC) 菊地　優佑 (佐鳴台LTC)

43

10 橋本孝太朗 (一藤庭球会) 渡邉　　心 (ウンノストロベリー) 44

9 柴田　翔也 (ウンノストロベリー) 仁科　　翼 (袋井クラウン)

41

8 八坂小次郎 (高瀬テニスカレッジ) 永田　俊輔 (佐鳴台LTC) 42

7 上野　遥揮 (佐鳴台LTC) 柴田　裕翔 (ウインビレッジTC)

39

6 工藤誠之介 (本日庭球日) 望月　智生 (高瀬TC) 40

5

37

4 稲垣　翔大 (佐鳴台LTC) 38

3 市川　陽太 (藤枝New青葉) 鈴木　　遼 (ブレスパティオTC)

35 [7]

2 永井　想真 (ファインパルTC) 石川　敬矩 (本日庭球日) 36

[1] 1 清水　新太 (S.T.A.C) 勝又　蒼弥 (ミナミTC)

12歳以下男子シングルス

(3位戦)

(5位戦)

増田　大空 (佐鳴台LTC)

和田　紘武 (WishTC)豊田　雅人 (聖隷TS)

平間　彗亜 (佐鳴台LTC)

宮本　　亮 (PARQUE SC)

(本日庭球日)

(7位戦)



(3位戦)

3

2 東　　心梨 (スポルトTA) 髙野瀬柚寿 (あおやま庭球塾) 4

1 渡邉　　希 (袋井クラウン) 大須賀祐陽 (袋井クラウン)

10歳以下女子シングルス

19

清水　瑛太 (S.T.A.C) 20

(佐鳴台LTC)

10 清水　　竣 (PARQUE SC)

平間　未浪

17

9 石野　要輝 (ブレスガーデンTC)

本郷　大樹 (ブレスガーデンTC) 18

7

長坂　康生 (佐鳴台ローンTC)

小久保晴登 (テニスラウンジ)

8

今泉　怜大 (聖隷TS)

15

6 木山　　翔 (袋井クラウン) 清水　佑真 (OTC) 16

5 鈴木　健悟 (ブレスパティオTC) 三木　慶至 (ワタナベTC)

13

4 池田　大悟 (TAS) 鈴木　大和 (ブレスパティオTC) 14

3 山本　桜輝 (OTC) 藤代　晃延 (アスルクラロ沼津)

11

2 宇野　聡真 (WishTC) 小杉慎一郎 (ブレスガーデンTC) 12

1 山崎倫大朗 (アクトSC) 鈴木　逞郎 (あおやま庭球塾)

10歳以下男子シングルス

(3位戦)

(7位戦)

(5位戦)


