
２０１８　中津川市テニス協会　ジュニア夏休みテニス大会

 荒天等 明   開催不能 場合    携帯電話用掲示板 中止決定 掲示    

                                                  
      締切時刻   本人 試合 出来 服装 出席 届  下   

     各   審判台 下 置       使  下   

   大会 試合                 先取 行    

 高温 気候 続    予定 変更             行    

 尚 天候 試合進行 応   試合形式 変更  場合      

 服装規定 適用          相応  服装 参加  下     
 
   大会   選手全員 運営補助員扱          快 協力  願     

 尚       観戦者 控 室及 体調不良者 待機場所      

 受付時刻

会場 早 着     待 時間 多    疲        

受付時刻   分前   分前 会場 到着    一  目安   

 月  日 月       時  分頃 駐車場 開 予定    

男子    受付時刻 女子     受付時刻

各                各                

各                各                

 月  日 火       時  分頃 駐車場 開 予定    

男子     受付時刻 女子    受付時刻

各                全員           

各                

各                

 各    試合順     表  数字 書       前 試合 終了後        

 入  試合 始  下    分経過       入   場合 失格           

 試合前 練習 始  前  必  互  対戦相手 名前 確認  下   

 試合前 練習      本         充分               入  下   

 勝者 試合終了後     本部    表  対戦     書 込  下   

 試合中選手         時      掲示   下   若番 白     

 連続  試合 行    場合   分間 休憩 取         

 暑 時季     水分補給等    行  万全 体調 試合 臨       

 観戦者  選手 話              見   失格           

 通路         等          使  練習 行      

 黄色         掛               判断 最終   

 必 指示 従  下                      他注意  

 両日共 天候 良    本戦敗退者            行 予定   

 男女          共 優勝 準優勝者 選手   粗品 用意       

 競技中 負傷  本部 救急箱 使用  下   主催者   以降 責任 負     

   大会 結果 中津川市   協会    掲載     

                                     
   他 問題 生  場合  最新版           従  試合 進行    

 自分 出      各自 持 帰  下   

 来       美     気持   忘    
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    中津       夏休 大会  女子              

           

  籠橋 万知  麗澤 

 

 
  

 

 鈴木 佑菜  恵那農 

 

 岡野 蓮美  麗澤 

 

 梅本 実来  恵那農 

 

 成瀬 日向  麗澤 
 

  横山 世利加  多北 

  安江 一遥  恵那峡 

 

 
  

 

 各務 紗代  恵那農 

 

 高木 美紀  麗澤 

  新藤 瑞紀  麗澤  

 

  曽根  千晴  紅陵 

 

  各務 稔梨  多北 

 

   小澤 旺子  麗澤 

   増田 晴香  麗澤 

 

 
  

 

  鈴木 琴子  多北 

 

  淡路 千聖  麗澤 

 

  澤田  実希  紅陵  

  小野 莉楽  麗澤 

 

  大巾 莉央  恵那農 
 

   宇佐美 愛  多北 

   山田 奈  恵那峡 

 

 
  

 

  袖山 萌愛  麗澤 

 

  日古見  綾乃  紅陵 

 

  小久保 杏香  麗澤  

  阿部 真心子  麗澤 

 

  各務 真代  恵那農 
 

   松本 祐菜  麗澤 
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２０１８中津ジュニアテニス夏休み大会　　男子ダブルス ２０１８，７，３０

1R 2R ＱＦ ＳＦ Ｆ

1 丸山　葵・纐纈　雄大 （坂下）

 

 
  

 

2 伊藤　慎也・今井　慎二 （中工）

 

3 田牧 匠平・影山 大貴 （多治見）

 

4 松井  隆起・山本  颯斗 （紅陵）

 

5 加藤　優紀・宮川　優樹 （恵那）
 

6 佐橋 琉斗・畑 光亮 （多治見）

7 松田 大輝・水野 巧巳 （多治見）

 

 
  

 

8 長谷川　裕人・鷲見　康太 （中工）

 

9 永渕　真比呂・今井　佑 （恵那）

 

10 水野  竜馬・安藤  結人 （紅陵）

 

11 杉山 樹・藤田 大和 （多治見）

 

12 髙橋　幸瑶・篠原　陸 （恵那農）
 

13 小川 大樹・武野 駿斗 （帝京）

14 山田 将輝・渡邊 泰己 （帝京）

 

 
  

 

15 宮地  敦也・安田  翔馬 （紅陵）

 

16 纐纈　大幾・加藤　雄大 （恵那）

 

17 長谷川　巧・浅野　陸 （恵那農）

 

18 松井　洸・林　荘汰 （中工）

 

19 堀  圭吾・加藤  大智 （紅陵）

 

20 安藤 光汰・堀江 仁哉 （多治見）

21 坂﨑 大氣・佐藤 智哉 （多治見）

 

 
  

 

22 小林　優祐・猪飼　智生 （中工）

 

23 米住　知晋・加納　涼雅 （恵那）

 

24 渡邊  翔斗・神谷  慎太郎 （紅陵）

 

25 後藤 優斗・岡田 真輝 （多治見）

 

26 小嶋  大翔・安藤  彰也 （紅陵）
 

27 坂本 大空・小島 完太 （帝京）
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２０１８中津ジュニアテニス夏休み大会　　女子ダブルス ２０１８，７，３１

1R 2R 3R ＳＦ Ｆ

1 鈴木　智晴-五島　菜津美 （緑）

 
  

 

2 梅本　実来・大巾　莉央 （恵那農）
③

①

3 森下　侑紀-有吉　万里菜 （緑）
⑤

4 鈴木　愛梨・山田　奈々 （恵那峡）

5 澤田  実希・曽根  千晴 （紅陵）
④

②

6 大津　美奈-久野　葉月 （緑）

7 土生　千尋-喜田　友里香 （緑）

①

 
 
  

 

8 各務　稔梨・益川　瑞生 （多北）
③

9 小林　奈々未・口田　栞 （恵那農）
⑤

10 長谷川　彩葉-菱田　帆乃香 （緑）

②

11 各務　紗代・各務　真代 （恵那農）
④

12 糸魚川　茉心・伊澤　亜希 （恵那峡）
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    中津       夏休 大会  男子              

             

  小嶋 怜理  多北 

 加藤 葵  恵那農 
 

 

 
  

 

 安藤  結人  紅陵 
 

 伊藤 慎也  中工 

 後藤 秦太郎  中津 
 

 
 尾関 友良  恵那農 

 

 安田  翔馬  紅陵 
 

 渡辺 翔也  中工 
 

 佐橋 琉斗  多治見 
 

  田口 誠也  恵那農 
     

  中平 大翔  多北 
 

  遠山 開斗  帝京 

  永渕 真比呂  恵那 

  林 大翔  恵那農 
 

 

 
  

 

  佐藤 涼一  中津 
 

  神谷  慎太郎  紅陵 

  小林 優祐  中工 
 

 
  長谷川 巧  恵那農 

 

  纐纈 雄大  坂下 
 

  加藤 千嵯  多北 
 

  澤 一輝  帝京 
 

  二村 翔大  恵那農 
     

  渡辺 義博  多北 
 

   佐藤 誠泰  緑 

   武田  淳希  高蔵 

  二村 悠斗  恵那農 
 

 

 
  

 

  山本  颯斗  紅陵 
 

  今井 佑  恵那 

  池戸 統哉  恵那農 
 

 
  小倉 功大  中津 

 

  安藤  彰也  紅陵 
 

  髙木 勝夢  中津 
 

  小川 大樹  帝京 
 

  猪飼 智生  中工 
     

  伊藤 悠真  恵那 
 

  木田 隆一朗  緑 

  吉村 柾人  中津 

  山城 海渡  恵那農 
 

 

 
  

 

  松井  隆起  紅陵 
 

  米住 知晋  恵那 

  浅野 陸  恵那農 
 

 
  小嶋  大翔  紅陵 

 

  堀江 仁哉  多治見 
 

  今井 慎二  中工 
 

  山田 将輝  帝京 
 

  宮川 優樹  恵那 
     

  堀  圭吾  紅陵 
 

   小久保 大和  緑 
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   坂﨑 大氣  多治見 

  髙橋 幸瑶  恵那農 
 

 

 
  

 

  三宅 秀吾朗  多北 
 

  松井 洸  中工 

  西村 政晃  恵那農 
 

 
  宮地  敦也  紅陵 

 

  安藤 光汰  多治見 
 

  伊藤 月架  中津 
 

  横山 湧  帝京 
 

  田牧 匠平  多治見 
     

  丸山 葵  坂下 
 

  武野 駿斗  帝京 

  渡邊  翔斗  紅陵 

  安藤 真  恵那農 
 

 

 
  

 

  中垣 聡人  恵那  

  長谷川 裕人  中工 
 

  大嶋 佑弥  多北  

  西尾 陸杜  中津 
 

  松永 悠樹  恵那農 
 

  横江 巽  恵那農 
      

  本坊 優太  中津  

  虎澤 一真  帝京  

  中川 裕也  恵那農 
      

  佐藤 智哉  多治見  

   宮本 純汰  中工 

   坂本 大空  帝京 

  林 智輝  恵那農 
 

 

 
  

 

  成瀬 優太  恵那  

  林  耕太朗  多北 
 

  水野  竜馬  紅陵  

  小池 陸斗  中津 
 

  森井 佑弥  恵那農 
 

  上野 翔太郎  多北 
      

  加藤 優紀  恵那  

  渡邊 泰己  帝京  

  影山 大貴  多治見 
      

  林 荘汰  中工  

  野呂 七海  緑 

  大野 永遠  多北 

  篠原 陸  恵那農 
 

 

 
  

 

  加藤  大智  紅陵  

  水野 巧巳  多治見 
 

  原 颯斗  中津  

  加藤 雄大  恵那 
 

  鷲見 康太  中工 
 

  畑 光亮  多治見 
 

  加納 涼雅  恵那  

  大橋 凛太郎  緑  

  春田 峻之介  多北 
      

  松田 大輝  多治見  

   石川 徹  中津 
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中津ジュニアテニス夏休み大会　歴代優勝者一覧シングルス
男子シングルス 女子シングルス

２００３年 鵜飼　元一（中津クラブ）

２００４年 原　直也（中津川工業高校）　 長尾　和子（アンディーズ）

２００５年 田口　伸行（中津川工業高校）　 牧野　菜摘（駒ヶ根）

２００６年 森　翔平（東濃実業高校）

２００７年

２００８年 山内　啓資（瑞浪高校） 亀山　眞依子（瑞浪高校）

２００９年 伊達　祐太朗（ＨＩＤＥ　ＴＡ） 舟渡　玲緒　（ＭＡＭＯ　ＣＬＵＢ）

２０１０年 島袋　将　（HIDE TA）　 鵜飼　美希（恵那農業高校）　　　

２０１１年 宮地　汰（麗澤瑞浪中学）　 朝居　信乃（各務原西高校）

２０１２年 折井　勇太（ウィル瀬戸） 渡邉　ほなみ（麗澤瑞浪高校）

２０１３年 本田　玲央（恵那高校）

２０１４年 大塚　直路（恵那高校） 小島　梨々華（帝京可児高校）

２０１５年 谷口　蓮（多治見北高校） 堀　ひかり（恵那高校）

２０１６年 加藤　颯人（多治見高校） 磯谷　優花（土岐紅陵高校）

２０１７年 伊佐治　浩介（多治見北高校） 池田　紗彩（緑高校）

２０１８年 　　　　　（　　　　） 　　　　　（　　　　）
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中津ジュニアテニス夏休み大会　歴代優勝者一覧ダブルス

男子ダブルス 女子ダブルス

２００３年

２００４年
粥川　和哉（中津川工業高校）　 長尾　和子（アンディーズ）　

亀山　亮輔（中津川工業高校） 青木　友香（アンディーズ）

２００５年
水野　雄矢（旭ヶ丘TC)
玉木　圭司（旭ヶ丘TC)　

２００６年

２００７年

２００８年
長尾　大輔（八百津高校） 大塚　光歩子（恵那峡TC）

永田　瑛嗣（八百津高校） 朝居　信乃（松原庭球倶楽部）

２００９年

２０１０年
近藤　多聞（ルネサンス）　 井上　莉紗子（麗澤瑞浪高校）

木下　泰地（ウィル瀬戸） 伊藤　こころ（麗澤瑞浪高校）　　

２０１１年
宮地　汰　（麗澤瑞浪中学） 近藤　遥　　（麗澤瑞浪高校）

塚本　源基（麗澤瑞浪中学） 渡邉　ほなみ（麗澤瑞浪高校）

２０１２年
大塚　直路（恵那峡TC） 渡邉　ほなみ（麗澤瑞浪高校）

小野　泉　（恵那峡TC） 木納　夏実　（麗澤瑞浪高校）

２０１３年
渡邉　ひな （麗澤瑞浪高校）   

水野　成美 （麗澤瑞浪高校）   

２０１４年
南部　佑輔（ウィル瀬戸） 水野　菜那 （ウィル瀬戸）   

市川　剣都（ウィル瀬戸） 木下　夏芽 （ウィル瀬戸）   

２０１５年
南雲ラファエウ耀（飯田OIDE長姫高校） 宮井　さくら（飯田OIDE長姫高校）

三石　拓巳（飯田OIDE長姫高校） 村澤　夏香　（飯田OIDE長姫高校）

２０１６年
岸野　一樹（麗澤瑞浪高校） 所　莉紗（帝京可児高校）

藤野　将吾（麗澤瑞浪高校） 景山　葵（帝京可児高校）

２０１７年
高田　朋弥　（恵那峡TC） 池田　紗彩（緑高校）

佐々木　健人（恵那峡TC） 矢倉　唯　（緑高校）

２０１８年
　　　　　　（　　　　） 　　　　　　（　　　　）

　　　　　　（　　　　） 　　　　　　（　　　　）
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