
第41回　遠州少年少女シングルステニス選手権夏季大会

15歳以下男子シングルス

2022年7月30日(土)31日(日)  花川運動公園テニスコート

〈コンソレ決勝〉

54 [2][7] 27 松浦　　湊 (ブレスガーデンテニスクラブ) 志知　暖基 (袋井クラウンクラブ)

52

26 岩清水優矢 (ウンノストロベリーテニス) 丹羽　魁飛 (TEAM KOMADA) 53

25 丹羽　悠斗 (Wishテニスクラブ) 松下　英璃 (パルケスポーツクラブ)

50

24 阿曽　　颯 (袋井クラウンクラブ) 柴田　翔也 (ウンノストロベリーテニス) 51

23 岡田　直哉 (マインドサンテニスクラブ) 榛澤　瑠弥 (千代テニスクラブ)

48 [15]

22 西田　　裕 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 伊藤　誠真 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 49

[10] 21 久保　義弥 (マインドサンテニスクラブ) 白幡　侑吾 (ブレスパティオテニスクラブ)

46

[13] 20 嶋田　向健 (清水ローンテニス俱楽部) 濱見　慶人 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 47 [9]

19 石牧　諒真 (パルケスポーツクラブ) 片野里玖斗 (Wishテニスクラブ)

44

18 水谷　絢創 (吉田テニスカレッジ) 白鳥　佑樹 (清水ローンテニス俱楽部) 45

17 鈴本　星稀 (ニューウインブルドンテニスクラブ) 岩ヶ谷遼佑 (吉田テニスカレッジ)

42 [5]

16 外山　駿瑛 (ブレスガーデンテニスクラブ) 飯田　唯斗 (アクトスポーツクラブ) 43

15 別所　温大 (西尾ローンテニスクラブ) 鈴木　健太 (ブレスパティオテニスクラブ)

40

[3] 14 池田　光希 (ニューウインブルドンテニスクラブ) 大庭　嘉仁 (本日庭球日) 41 [4]

[8] 13 松永　亮輔 (Wishテニスクラブ) 池谷　煌汰 (東陽テニススクール)

38

12 齊藤　広琉 (インドアテニスアカデミー浜松) 岩崎　　楓 (ウンノストロベリーテニス) 39

11 大場　遥仁 (東陽テニススクール) 杉山　遥飛 (TC Fuji Academy)

36

10 中嶋　柾稀 (ウンノストロベリーテニス) 福地　慧士 (グリーンヒルテニスクラブ) 37

9 鈴木奏一朗 (ニューウインブルドンテニスクラブ) 宮城島健翔 (ブレスガーデンテニスクラブ)

34 [12]

[11] 8 生熊　忠信 (インドアテニスアカデミー浜松) 小林　隼人 (聖隷TS) 35 [14]

[16] 7 杉本　正悟 (TAS) 清水　新太 (インドアテニスアカデミー浜松)

32

6 内山　聖那 (ブレスガーデンテニスクラブ) 石川　敬矩 (本日庭球日) 33

5 鈴木　太樹 (藤枝New青葉庭球倶楽部) 河原　良亮 (パルケスポーツクラブ)

30

4 進藤　直柔 (グリーンヒルテニスクラブ) 岸端　蔵人 (吉田テニスカレッジ) 31

3 藤田　昊佑 (パルケスポーツクラブ) 三田村蒼太 (ウンノストロベリーテニス)

28 [6]

2 稲葉　有介 (一藤庭球会) 山口　瑛大 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 29

[1] 1 高橋ｶｲｱﾝ涼太 (アクトスポーツクラブ) 藤井　陽大 (Wishテニスクラブ)



15歳以下女子シングルス

2022年7月30日(土)31日(日)  花川運動公園テニスコート

第41回　遠州少年少女シングルステニス選手権夏季大会

〈コンソレ決勝〉

23

[7] 12 中山　由菜 (袋井クラウンクラブ) 福田いまり (Wishテニスクラブ) 24 [2]

11 羽切　愛実 (TCT) 水元　れん (ウンノストロベリーテニス)

21

10 吉村　奈穂 (アクトスポーツクラブ) 名波　璃咲 (吉田テニスカレッジ) 22

9 小山　桃果 (ウンノストロベリーテニス) 山本　莉子 (ブレスガーデンテニスクラブ)

19 [5]

8 加茂　明莉 (マインドサンテニスクラブ) 後藤　築海 (ニューウインブルドンテニスクラブ) 20

[4] 7 福山　真望 (ブレスガーデンテニスクラブ) 塩澤　彩芭 (TAS)

17

[6] 6 佐野　文萌 (TC Fuji Academy) 大久保怜海 (アクトスポーツクラブ) 18 [3]

5 袴田　妃那 (インドアテニスアカデミー浜松) 小澤ひより (インドアテニスアカデミー浜松)

4 中林　朱里 (豊橋スーパーテニス) 田中　苺夏 (TCT) 16

3 木田　奈穂 (アクトスポーツクラブ) 鈴木　瑚々 (藤枝New青葉庭球倶楽部)

13 [8]

2 村松　心麗 (ウインビレッジ) 加茂　茜音 (マインドサンテニスクラブ) 14

[1] 1 大塚　咲弥 (ブレスパティオテニスクラブ) 細川　祐加 (ブレスガーデンテニスクラブ)

15



第41回　遠州少年少女シングルステニス選手権夏季大会
2022年7月30日(土)31日(日)  花川運動公園テニスコート

13歳以下男子シングルス

〈コンソレ決勝〉

91

[7] 46 小杉慎一郎 (ブレスガーデンテニスクラブ) 木暮　勇斗 (ワタナベテニスカレッジ) 92 [2]

45 山田　泰地 (TCT) 吉田　有輔 (ファインパルイワタテニスクラブ)

89

44 鈴木　蒼佑 (TAS) 菅谷　蒼斗 (グリーンヒルテニスクラブ) 90

43 笠本　夢真 (東陽テニススクール) 鈴木　伊織 (パシフィックTC)

87 [18]

42 加藤　理央 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 伊東　順正 (竜南TC) 88 [31]

[28] 41 山本　悠生 (高瀬テニスカレッジ) 野田　裕武 (佐鳴台ローンテニスクラブ)

85

[21] 40 石野　陽登 (S.T.A.C) 鈴木　瑛仁 (ブレスパティオテニスクラブ) 86

39 留田雄一郎 (パシフィックTC) 芥川　伊織 (ニューウインブルドンテニスクラブ)

83

38 伊藤　　黎 (ニューウインブルドンテニスクラブ) 小松　佑貴 (コスモステニスクラブ) 84

37 三坂　啓人 (ブレスパティオテニスクラブ) 木本　剛弘 (ビボーンテニスクラブ)

81 [10]

36 仁科　　翼 (袋井クラウンクラブ) 池田　大悟 (TAS) 82 [15]

[9] 35 永井　想真 (ファインパルイワタテニスクラブ) 今泉　怜大 (FunToPlayTennisFactory)

79

[16] 34 小室　利人 (TEAM KOMADA) 森重　柊士 (ブレスパティオテニスクラブ) 80

33 富山　　暖 (ウンノストロベリーテニス) 増田　陽友 (袋井クラウンクラブ)

77

32 松﨑　大知 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 市川　陽太 (藤枝New青葉庭球倶楽部) 78

31 松坂　奏汰 (藤枝New青葉庭球倶楽部) 増田　大空 (佐鳴台ローンテニスクラブ)

75 [26]

30 平井　哲太 (一藤庭球会) 請井　　稜 (S.T.A.C) 76 [23]

[20] 29 柴田　裕翔 (竜南TC) 加藤　我空 (ワタナベテニスカレッジ)

73

[29] 28 鈴木　　遼 (ブレスパティオテニスクラブ) 藤原　滉志 (聖隷TS) 74

27 水野　嵩大 (グリーンヒルテニスクラブ) 滝本　礼偉 (TAS)

71

26 長谷川駿人 (アイテニスクラブ) 望月　智生 (高瀬テニスカレッジ) 72

25 日比野遥介 (ロングウッド) 髙橋　生煌 (Wishテニスクラブ)

69 [3]

[4] 24 久保　大義 (マインドサンテニスクラブ) 稲本　　碧 (藤枝New青葉庭球倶楽部) 70 [8]

[6] 23 永田　俊輔 (ブレスガーデンテニスクラブ) 名倉　康巧 (Ohara Tennis Creation)

67

22 杉本　賢悟 (TAS) 佐藤　叶夢 (リックス静岡テニスクラブ) 68

21 服部　大樹 (アクトスポーツクラブ) 大谷　元希 (東陽テニススクール)

65 [30]

20 平間　彗亜 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 鳥居　幹大 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 66

19 白井　陽士 (パシフィックTC) 横山　晴士 (あおやま庭球塾)

63

[25] 18 小林　蒼大 (ブレスパティオテニスクラブ) 佐野　啓翔 (TAS) 64 [19]

[24] 17 大石　虎輝 (清水ローンテニス俱楽部) 大胡田礼和 (本日庭球日)

61

16 齋藤　陽希 (本日庭球日) 新谷　直也 (ロングウッド) 62

15 向後　慶爵 (インドアテニスアカデミー浜松) 西川　玖穏 (藤枝New青葉庭球倶楽部)

59 [13]

14 沼本　千知 (リックス静岡テニスクラブ) 進藤　鷹晴 (グリーンヒルテニスクラブ) 60

13 大椙　一輝 (グリーンヒルテニスクラブ) 宇野　聡真 (Wishテニスクラブ)

57

[12] 12 工藤誠之介 (本日庭球日) 谷川　凰貴 (袋井クラウンクラブ) 58 [11]

[14] 11 和田　紘武 (Wishテニスクラブ) 高橋　大地 (さくらテニスクラブ)

55

10 佐藤　聖真 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 田丸　裕晴 (グリーンヒルテニスクラブ) 56

9 河西　　風 (Ohara Tennis Creation) 兼岡　奏多 (マインドサンテニスクラブ)

53 [22]

8 川嶋　琉生 (吉田テニスカレッジ) 佐武　弘規 (パシフィックTC) 54

7 杉山　瑛崇 (TC Fuji Academy) 宇塚　　玄 (アクトスポーツクラブ)

51

[17] 6 田中　翔大 (ファインパルイワタテニスクラブ) 田越　瑛翔 (ウンノストロベリーテニス) 52 [27]

[32] 5 木下　大地 (袋井クラウンクラブ) 中木　大地 (インドアテニスアカデミー浜松)

49

4 金子　千俊 (ブレスガーデンテニスクラブ) 萩原　　楓 (ブレスパティオテニスクラブ) 50

3 渡辺　瑛斗 (あおやま庭球塾) 大西　真広 (佐鳴台ローンテニスクラブ)

47 [5]

2 津田　悠佑 (竜南TC) 大村　理貢 (吉田テニスカレッジ) 48

[1] 1 内山　愛琉 (Wishテニスクラブ) 神谷　　暁 (ブレスガーデンテニスクラブ)



50

野荒　芽衣 (ブレスガーデンテニスクラブ) 51 [2]

[5] 25 鈴木　季和 (ブレスパティオテニスクラブ) 吉川　知那 (グリーンヒルテニスクラブ)

48

24 齋藤　莉緒 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 伊藤なつみ (東陽テニススクール) 49

23 長島　華子 (ウインビレッジ) 藤井　星杏 (Ohara Tennis Creation)

46

22 青木　友南 (グリーンヒルテニスクラブ) 横山　心春 (吉田テニスカレッジ) 47

21 森田　千春 (吉田テニスカレッジ) 松坂　柚奈 (藤枝New青葉庭球倶楽部)

44 [9]

[11] 20 松井　夏希 (ブレスガーデンテニスクラブ) 甲田　優月 (ブレスパティオテニスクラブ) 45 [16]

[15] 19 薄井　香奈 (あおやま庭球塾) 遠藤　世渚 (ワタナベテニスカレッジ)

42

18 渡辺　唯花 (リックス静岡テニスクラブ) 山本　心町 (ビボーンテニスクラブ) 43

17 石塚　苺花 (本日庭球日) 佐藤　　蒼 (リックス静岡テニスクラブ)

40

16 杉本優希菜 (藤枝New青葉庭球倶楽部) 古屋　　葵 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 41

15 鈴木　実優 (ブレスガーデンテニスクラブ) 齊藤　瑠花 (D'S TENNIS CLUB)

38 [3]

[4] 14 小池　真咲 (Wishテニスクラブ) 伊藤　陽和 (Wishテニスクラブ) 39 [6]

[8] 13 葛西　麗乃 (時之栖テニスクラブ) 杉山　巴菜 (あおやま庭球塾)

36

12 渡辺　柚葉 (あおやま庭球塾) 袴田　玲美 (アクトスポーツクラブ) 37

11 富松　紗羽 (インドアテニスアカデミー浜松) 石塚　梨花 (本日庭球日)

34

10 嶋村　菜央 (FunToPlayTennisFactory) 岩原　里呼 (ワタナベテニスカレッジ) 35

9 里見　芽泉 (ビボーンテニスクラブ) 山﨑　有唯 (ブレスガーデンテニスクラブ)

32 [14]

[12] 8 橋本　彩花 (Wishテニスクラブ) 後藤　華香 (グリーンヒルテニスクラブ) 33

[13] 7 江口　茉那 (D'S TENNIS CLUB) 髙野瀬柚寿 (あおやま庭球塾)

平連　愛莉 (リックス静岡テニスクラブ)

30

6 河口　香穂 (竜南TC) 佐野　来実 (TAS) 31 [10]

5 久保田咲穂 (あおやま庭球塾) 杉山　楓夏 (インドアテニスアカデミー浜松)

〈コンソレ決勝〉

26

2 村木　優歩 (ニューウインブルドンテニスクラブ) 戸塚　咲陽 (吉田テニスカレッジ) 27

[1] 1

28

4 砂子　結良 (ブレスガーデンテニスクラブ) 川﨑　汐音 (竜南TC)

第41回　遠州少年少女シングルステニス選手権夏季大会

13歳以下女子シングルス

2022年7月30日(土)31日(日)  花川運動公園テニスコート

[7]渡邉　心菜 (アクトスポーツクラブ) 川合　愛結 (Wishテニスクラブ)

29

3 一柳　希空 (西尾ローンテニスクラブ)



2022年7月30日(土)31日(日)  花川運動公園テニスコート

11歳以下男子シングルス

83

[6] 42 山本　温心 (ロブィングテニスクラブ) 小田切柾斗 (ブレスガーデンテニスクラブ) 84 [2]

41 大竹　陽斗 (Wishテニスクラブ) 鈴木　　奏 (インドアテニスアカデミー浜松)

81

40 新村　理人 (ニューウインブルドンテニスクラブ) 鈴木　伶和 (S's family TC) 82

39 佐藤　蒼馬 (S's family TC) 村松　航典 (Wishテニスクラブ)

79 [18]

[28] 38 瀬尾　陽介 (アクトスポーツクラブ) 山岸　航輔 (西尾ローンテニスクラブ) 80

[21] 37 平間　未浪 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 加藤　　塁 (袋井クラウンクラブ)

77

36 山下　瑞帆 (ブレスガーデンテニスクラブ) 由藤　大翔 (ビボーンテニスクラブ) 78

35 佐野　　巧 (TAS) 澤木　泰我 (佐鳴台ローンテニスクラブ)

75

34 水井　冴夢 (清水ローンテニス俱楽部) 久野　颯真 (TEAM KOMADA) 76

[12] 33 小野田堅斗 (TC Fuji Academy) 石原　健成 (Ohara Tennis Creation)

73 [10]

[15] 32 杉山　　凜 (TC Fuji Academy) 平野　空哉 (Wishテニスクラブ) 74 [13]

31 飯田　葵心 (ブレスガーデンテニスクラブ) 足立　礼央 (アイテニスクラブ)

71

30 杉本　隼翔 (藤枝New青葉庭球倶楽部) 渡井　凛人 (TAS) 72

29 長尾　柊舞 (Ohara Tennis Creation) 佐藤　綺斗 (S's family TC)

69 [23]

28 福田　陽貴 (ウンノストロベリーテニス) 中山　　樹 (ブレスガーデンテニスクラブ) 70

[20] 27 古屋庄太郎 (ビボーンテニスクラブ) 竹中　大貴 (佐鳴台ローンテニスクラブ)

67

[29] 26 池谷　蒼進 (ビボーンテニスクラブ) 石野　璃槻 (S.T.A.C) 68 [26]

25 戸塚　瀬那 (袋井クラウンクラブ) 大石　真士 (Wishテニスクラブ)

65

24 根本　輝心 (D'S TENNIS CLUB) 清水　陸斗 (パルケスポーツクラブ) 66

23 鈴木　蒼大 (西尾ローンテニスクラブ) 森　　優斗 (千代テニスクラブ)

63 [3]

[4] 22 高村　圭吾 (S's family TC) 杉平　慶太 (アクトスポーツクラブ) 64 [7]

[8] 21 有馬　匠海 (リックス静岡テニスクラブ) 石野　要輝 (S.T.A.C)

61

20 小沢　琢巳 (ブレスパティオテニスクラブ) 杉平　拓斗 (アクトスポーツクラブ) 62

19 久野　優星 (TEAM KOMADA) 兼岡　優吏 (マインドサンテニスクラブ)

59 [30]

18 葉山　弥斗 (ブレスガーデンテニスクラブ) 山本　大馳 (TC Fuji Academy) 60

[25] 17 吉田　理人 (ビボーンテニスクラブ) 鈴木　椋真 (Wishテニスクラブ)

57

[24] 16 木暮　聡真 (ワタナベテニスカレッジ) 永田蔵ノ祐 (TAS) 58 [19]

15 加藤　悠人 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 神原　一星 (高瀬テニスカレッジ)

55

14 榑林　　陸 (S's family TC) 井上　　真 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 56

13 田越　奏多 (ウンノストロベリーテニス) 大野　庸太 (あおやま庭球塾)

53 [14]

[11] 12 吉田　壮麻 (ファインパルイワタテニスクラブ) 榑林　奏良 (S's family TC) 54

[16] 11 井内　悠太 (チェリーＴＣ) 山下　穂空 (ブレスガーデンテニスクラブ)

51

10 坂本　龍馬 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 山谷　優人 (高瀬テニスカレッジ) 52 [9]

9 野島　颯太 (Ohara Tennis Creation) 松坂　宗哉 (藤枝New青葉庭球倶楽部)

49

8 久保　　蛍 (ブレスガーデンテニスクラブ) 中山　耀太 (ブレスガーデンテニスクラブ) 50

7 室谷　　晴 (マインドサンテニスクラブ) 安倍　大吉 (佐鳴台ローンテニスクラブ)

47 [27]

[17] 6 磯谷　侑亜 (袋井クラウンクラブ) 麸澤　　宙 (ミナミテニスクラブ) 48 [22]

5 江崎　月音 (アクトスポーツクラブ) 伊藤　凱海 (袋井クラウンクラブ)

45

4 渡邉　　海 (Wishテニスクラブ) 今村　陽真 (聖隷TS) 46

3 村山　　慶 (西尾ローンテニスクラブ) 川﨑　瑛大 (Ohara Tennis Creation)

43 [5]

2 佐藤丈一郎 (ファインパルイワタテニスクラブ) 小山　楼空 (ウンノストロベリーテニス) 44

[1] 1 清水　　竣 (パルケスポーツクラブ) 清水　瑛太 (インドアテニスアカデミー浜松)
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[7] 31 小川　珠花 (TAS)

60

30 松村　香歩 (ファインパルイワタテニスクラブ) 永井　穂果 (ファインパルイワタテニスクラブ) 61 [2]

29 中山　暖菜 (袋井クラウンクラブ) 渡邉　里菜 (TEAM KOMADA)

58

28 谷口　莉奈 (S's family TC) 加藤　紗來 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 59

27 川合　千紗 (Wishテニスクラブ) 川端　ちな (ビボーンテニスクラブ)

56

26 大嶽　琴子 (アクトスポーツクラブ) 後藤菜々美 (吉田テニスカレッジ) 57

25 八木愛茉理 (吉田テニスカレッジ) 長谷川　杏 (Wishテニスクラブ)

54 [11]

[12] 24 小久保美怜 (ブレスガーデンテニスクラブ) 池谷　由杏 (ビボーンテニスクラブ) 55 [16]

[14] 23 太田　梓桜 (袋井クラウンクラブ) 鈴木　胡桃 (ブレスパティオテニスクラブ)

52

22 半場　あい (ブレスガーデンテニスクラブ) 佐藤心々音 (ウンノストロベリーテニス) 53

21 古谷　優果 (ウンノストロベリーテニス) 山田　萌生 (佐鳴台ローンテニスクラブ)

50

20 石牧　美奏 (パルケスポーツクラブ) 飯塚　汐梨 (あおやま庭球塾) 51

19 深澤　　和 (Wishテニスクラブ) 半場　まな (ブレスガーデンテニスクラブ)

48

18 竹下　采佑 (竜南TC) 小島　　楓 (チェリーＴＣ) 49

17 山口　心愛 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 工藤紫都乃 (本日庭球日)

46 [4]

[3] 16 木下　菜月 (袋井クラウンクラブ) 板倉　桜栞 (吉田テニスカレッジ) 47 [8]

[5] 15 藤井　日南 (Ohara Tennis Creation) 水野　智葉 (アイテニスクラブ)

44

14 小澤　美月 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 大岡　愛結 (西尾ローンテニスクラブ) 45

13 渡邉　　愛 (袋井クラウンクラブ) 葉山　瑚奈 (ブレスガーデンテニスクラブ)

12 小木萠々花 (S.T.A.C) 山田　優依 (リックス静岡テニスクラブ) 43

11 岩田知那美 (チェリーＴＣ) 岡田　稟乃 (アクトスポーツクラブ)

10 遠藤　菜夏 (ワタナベテニスカレッジ) 石川　果英 (Wishテニスクラブ) 41

9 長尾　柚奈 (Ohara Tennis Creation) 鷲山　結萌 (ブレスパティオテニスクラブ)

[10] 8 石川　紗椰 (Wishテニスクラブ) 藤江　憩花 (ブレスパティオテニスクラブ) 39 [9]

[13] 7 鈴木優羽空 (ブレスパティオテニスクラブ) 河村　愛莉 (S's family TC)

36

6 松浦　彩七 (S's family TC) 鈴木　七佳 (S.T.A.C) 37

5 難波江　梓 (袋井クラウンクラブ) 鈴木　里佳 (アイテニスクラブ)

34

4 金子　莉菜 (ブレスガーデンテニスクラブ) 和田かのん (Ohara Tennis Creation) 35

3 加藤　莉子 (佐鳴台ローンテニスクラブ) 芳賀　咲幸 (チェリーＴＣ)

32 [6]

2 渡辺　葉月 (あおやま庭球塾) 青木　愛月 (Wishテニスクラブ) 33

[1] 1 片野陽満里 (Wishテニスクラブ) 齋藤　　凛 (佐鳴台ローンテニスクラブ)
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38

40 [15]

42

11歳以下女子シングルス

2022年7月30日(土)31日(日)  花川運動公園テニスコート
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