
主　　　催　　　静岡県テニス協会・静岡県中学校テニス連盟　

主　　　管　　　静岡県中学校テニス連盟

協　　　力　　　静岡県テニス協会ジュニア委員会

（一社）静岡県クラブジュニアテニス連盟

日　　　程　　 平成３１年４月２日（火）～　４月４日（木）　（予備日：４月５日（金））

会　　　場　　　静岡県営草薙総合運動場 庭球場　他

大 会 会 長 岡村　壽夫

大 会 顧 問 塩谷　立

大会委員長　　 藤波　幸雄

大会副委員長　　　澤　未来 福島　通陽 増井　威晴

委　　　員 伊東　敬洋 山北　力 松岡　謙吾 田中　陽子

　 梅原　尚行 田代　正樹 大橋　信哉 鈴木　慶多

　

　

平成３１年度　第４６回全国中学生テニス選手権大会

東海大会静岡県予選大会



草薙

1-150 草薙 レフリー

レフリー 全員 ～８:１５

１Ｒ 全員 ～8：15

２Ｒ 全員 ～9：30

151～240 有度山

レフリー

１Ｒ 全員 ～8：15

２Ｒ 全員 ～9：30

西ヶ谷 草薙

レフリー レフリー

１・２Ｒ 全員 ～8：15 全員 ～12:30

草薙 草薙

レフリー 山北・田中・鈴木慶 レフリー

１・２Ｒ 全員 ～8：15 全員 ～８:１５

西ヶ谷 草薙

レフリー レフリー

１・２Ｒ 全員 ～8：15 全員 ～12:30

※ 草薙庭球場　　砂入り人工芝　 16面、有度山テニスコート　　砂入り人工芝　１０面、西ヶ谷庭球場　　砂入り人工芝　６面
※ 予備日　4月5日（金）　草薙庭球場　16面　

 １．受付は記載された時間内に、試合ができる服装で済ませて下さい。遅れた場合は棄権とします。

 ２．会場の天候等により試合の有無が分からない場合でも、定刻までに会場に集合してください。

 ３．男女ともダブルスについてはベスト８決定戦まで１セットマッチ（６－６後タイブレーク）で行います。

     それ以降は８ゲームズプロセットマッチ（８－８後タイブレーク）で行います。（ただし、本戦のみ。）

     シングルスについてはベスト１６決定戦まで１セットマッチ（６－６後タイブレーク）で行います。

     それ以降は８ゲームズプロセットマッチ（８－８後タイブレーク）で行います。（ただし、本戦のみ。）

 ４．審判はすべてセルフジャッジで行ないます。

 ５．試合前のウォーミングアップは、サービス４本のみとします。

　　 ただし、８ゲームズプロセットマッチおよび順位戦についてはウォーミングアップは３分間です。

 ６．服装については全中規定に、ルールについてはＪＴＡルールに準じて行ないます。

 ７．試合の結果は、勝者が使用ボールを持って大会本部まで必ず届けて下さい。

 ８．大会使用球はスリクソンです。

 ９．天候等により日程・試合形式等が変更になることがあります。ご了承下さい。

10．東海予選 [５月３日（金）～５日（日）名古屋東山テニスセンター] 出場本数は男子シングルス８・ダブルス４、

     女子シングルス９・ダブルス４の予定です。

     順位戦に出場する選手で東海予選出場決定者（含補欠各1）は、当日東海予選申込みを会場で行いますので

     印鑑・エントリー代（単複とも各４５００円）を必ず持参して下さい。

     尚、組合せ等は「東海テニス協会ＨＰ」でご確認下さい。

11．草薙庭球場駐車場縮小のため、バスの駐車ができません。また、自家用車の駐車制限があります。

     多数の自家用車が来場した場合、駐車できない場合もあります。できるだけ公共交通機関をご利用下さい。

平成３１年度　第４６回 全国中学生テニス選手権大会東海予選静岡県予選大会

日　　　　程　　　　表　　【受付時間】

男子シングルス

1R～5Ｒ

４月２日（火) ４月４日(木)

藤波・山北

ＳＦ・Ｆ・３決

ＱＦ～Ｆ、３～９決

男子ダブルス

福島・山北

ＳＦ・Ｆ・３決

ＱＦ～Ｆ、３～８決

　【注　意　事　項】

女子ダブルス

1R～ＱＦ

女子シングルス

藤波・山北

４月３日(水)

梅原・増井・永田

井澤・山田

藤波・山北

1R～5Ｒ

1R～ＱＦ

梅原・増井 藤波・山北



第４６回　全国中学生テニス選手権静岡県予選

男子シングルス (1)

藤原　瑞希 (北星中) 61
2 大石　洋希 (細江中) 片井　翔太
1 塩崎凱世 (愛鷹中)

(籠上中) 62
3 稲葉健太 (静岡東中) 河村　波留 (大富中) 63
4 春川　航希 (藤枝明誠中) 小野田拓実 (鷲津中) 64

若林　誠也 (静大附属静岡中) 65
6 黒澤　琉唯 (浜松西高中) 星野　太我
5 木南 敦貴 (静岡学園中)

(小川中) 66
7 山下智瑛 (市立沼津中等部) 谷澤林輝 (鷹岡中) 67
8 原裕太郎 (清水南中等部) 加藤滉大 (鷹岡中) 68

諏訪凌成 (六合中) 69
10 久保田　優 (城南静岡中) 石川　零
9 田中優翔 (新居中)

(岡部中) 70
11 本多　康大 (星陵中) 松澤藍大 (開成中) 71
12 菅谷  遥輝 (浜松日体中) 増井　晴久 (袋井中) 72

大石慧 (静岡聖光学院) 73
14 青山太一 (向陽中) 川端　一輝
13 杉山勝太 (静岡サレジオ)

(浜松西高中) 74
15 田中　蒼大 (長田西中) 青山　義昂 (富岡中) 75
16 佐々木　洸貴 (藤枝中) 岩堀翔真 (磐田・城山中) 76

ｂｙｅ 77
18 鈴木康聖 (安東中) 平川  颯
17 ｂｙｅ

(浜松日体中) 78
19 鈴木　一颯 (葉梨中) 油上知暉 (竜爪中) 79
20 巻田幸久 (静岡聖光学院) 本多　諒大 (星陵中) 80

杉本　　湧 (町立清水南中) 81
22 阿部　素暸 (静大附属静岡中) 山田　斡希
21 二橋　輝 (三ヶ日中)

(静岡・豊田中) 82
23 和泉 斗海也 (南伊豆中) 松井　慎之助 (豊田南中) 83
24 長島　佳祐 (町立清水中) 鬼頭　実 (西奈中) 84

尾原　泰雅 (三方原中) 85
26 齋藤　陽之 (静大附属静岡中) 池谷 春輝
25 山本星琉 (篠原中)

(静岡学園中) 86
27 野末　昊希 (三方原中) 望月　奏空 (賎機中) 87
28 相良亜周 (錦田中) 田中　祐来志 (大富士中) 88

菊池明己人 (静岡聖光学院) 89
30 露木　良太 (長泉中) 田原遼太郎
29 村田一心 (向陽中)

(御殿場・南中) 90
31 吉村　有平 (高松中) 池田　蒼吾 (豊田南中) 91
32 梶山翔大朗 (清水南中等部) 海野　綾汰 (末広中) 92

青木　佑太郎 (浜松日体中) 93
34 芹澤海音 (市立沼津中等部) 佐野　裕星
33 白井　汰郎 (浜名中)

(中島中) 94
35 塩野健志 (篠原中) 加藤諒大 (雄踏中) 95
36 八坂陸太郎 (葉梨中) 久津輪勇介 (御殿場中) 96

宮本隆平 (静岡東中) 97
38 鈴本　大稀 (東陽中) 林真尋
37 山本　琥珀 (西奈中)

(市立沼津中等部) 98
39 西川誇珀 (大洲中) 鈴木　渉 (浜松西高中) 99
40 吉田　尊琉 (浜松西高中) 増田　誠也 (細江中) 100

赤坂　颯泰 (榛原中) 101
42 小木曽　佑弥 (静大付属静岡中) 堀内勇佑
41 杉浦　拓真 (八幡中)

(静岡聖光学院) 102
43 赤松龍一 (清水第一中) 牧野　航汰 (服織中) 103
44 久米琉陽 (積志中) ｂｙｅ 104

鈴木碧洋 (静岡・豊田中) 105
46 菅原　悠斗 (掛川西中) 鈴木　敦
45 杉山聖叶 (富士根北中)

(磐田東中) 106
47 小山舜平 (賎機中) 大庭結心 (竜洋中) 107
48 大坪　勇斗 (焼津・豊田中) 森田　雄也 (城南静岡中) 108

長田　和音 (町立清水中) 109
50 山田　想一郎 (三方原中) 袴田羽琉
49 大山　慧 (浜岡中)

(湖東中) 110
51 片川　陽琉 (大洲中) 和田脩甫 (磐田・城山中) 111
52 長橋　壱悟 (町立清水中) 波津　秀紀 (熱海中) 112

野村夏生 (清水南中等部) 113
54 長倉　佑樹 (籠上中) 小山　雄大
53 荒  優力 (浜松日体中)

(藤枝明誠中) 114
55 山崎　亮 (星陵中) 川中　隼太 (焼津・豊田中) 115
56 渡邉匠 (桜ヶ丘中) 伊藤隆之 (静岡サレジオ) 116

鈴木　朝斗 (豊岡中) 117
58 梅原英利 (静岡聖光学院) 辻颯太郎
57 白幡　在真 (浜松西高中)

(東豊田中) 118
59 新井　翼颯 (市立沼津中等部) 鈴木　和 (掛川北中) 119
60 菅沼慶太 (原里中) 青木　琉莞 (御殿場・南中) 120



第４６回　全国中学生テニス選手権静岡県予選

男子シングルス (2)

畑　碧音 (浜松西高中) 181
122 瀧下  敢太 (浜松日体中) 水野　琉成
121 清水航太朗 (菊川西中)

(西益津中) 182
123 長島　昌文 (大富士中) 宮島 利基 (静岡学園中) 183
124 北澤 祐紀 (静岡学園中) 竹田琉楽 (静岡サレジオ) 184

夏目　陶一郎 (高台中) 185
126 加藤　漣 (袋井中) 村川　颯汰
125 青葉　泰志 (東陽中)

(須山中) 186
127 赤堀瑛音 (静岡東中) 小木涼平 (神明中) 187
128 大谷　和之 (富岡中) 角田瑞輝 (富士岡中) 188

三坂　悠真 (豊岡中) 189
130 辻村優弥 (篠原中) 田中　伊織
129 小倉　慈生 (青島北中)

(韮山中) 190
131 根本悠里 (静岡聖光学院) 安本　柊一 (賎機中) 191
132 加藤　煌大 (片浜中) 仁科　拓海 (周南中) 192

鈴本　力稀 (東陽中) 193
134 田幡　優弥 (与進中) 佐藤大翔
133 鈴木　悠慎 (榛原中)

(服織中) 194
135 中野　太陽 (静大附属浜松中) 松田　一希 (静岡・城山中) 195
136 宇野彰剛 (磐田・城山中) 伊藤樹汰 (観山中) 196

ｂｙｅ 197
138 脇誇奨 (市立沼津中等部) 渡邉　琉海
137 ｂｙｅ

(町立清水南中) 198
139 金指　俊介 (星陵中) 大久保　遼 (星陵中) 199
140 山本航平 (静岡聖光学院) 川中　光来 (焼津・豊田中) 200

野口立樹 (蜆塚中) 201
142 大保　陽希 (浜名中) 鈴木周馬
141 池田　順晴 (焼津・豊田中)

(静岡聖光学院) 202
143 中津川陽夢 (浜松日体中) 伝強志 (細江中) 203
144 岡本　要 (浜松西高中) 堤　啓樹 (静大附属静岡中) 204

吉田崇人 (神明中) 205
146 山田　昂汰 (静岡・豊田中) 佐野尚哉
145 田中陽 (清水南中等部)

(芝川中) 206
147 秋山　斗吾 (町立清水中) 永海　拳 (浜松日体中) 207
148 鈴木颯大 (高洲中) 澤村和一 (市立沼津中等部) 208

中井　晴希 (静岡・南中) 209
150 小澤優 (中部中) 春日　韻
149 中村　厚規 (城南静岡中)

(高台中) 210
151 漆畑　瑛登 (西奈中) 野田　武瑠 (浜松西高中) 211
152 山本海琉 (篠原中) 窪田　奏 (葉梨中) 212

望月颯太 (静岡聖光学院) 213
154 鈴村　真拓 (大井川中) 小野 光輝
153 武安直樹 (西奈中)

(静岡学園中) 214
155 山崎光陽 (清水南中等部) 岡崎陸人 (高洲中) 215
156 春岡浩介 (安東中) 玉野永遠 (市立沼津中等部) 216

松永　多惟 (中郡中) 217
158 菊地　泰志 (沼津第五中) 藤井爽守
157 髙栁　恭平 (高台中)

(磐田・豊田中) 218
159 秋山颯麻 (旭ケ丘中) 佐野瑛治 (御殿場・南中) 219
160 宇野　輝彦 (函南中) 小島浩太 (東部中) 220

小澤雅久 (清水南中等部) 221
162 大石　翔太 (青島中) 渡邉湧日
161 青野優大 (静岡聖光学院)

(聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ中) 222
163 山口瑛作 (南部中) 池田　匡吾 (星陵中) 223
164 ｂｙｅ ｂｙｅ 224

野島　慎之丞 (浜松西高中) 225
166 中川英康 (清水庵原中) 井上正貴
165 小山　颯大 (岩松中)

(清水第六中) 226
167 大塚真矢 (富士根北中) 山﨑俊史 (蜆塚中) 227
168 柴田稜太 (静大附属静岡中) 大石　大揮 (城南静岡中) 228

大川　陽平 (小川中) 229
170 後藤　以心 (清水第七中) 後藤愁弥
169 桝井　友月 (掛川西中)

(竜洋中) 230
171 廣野陽大 (南陽中) 高橋啓 (浜松学芸中) 231
172 徳弘有希 (吉原東中) 中村天 (多賀中) 232

近藤  琉生 (浜松日体中) 233
174 河合　和来 (焼津・豊田中) 河野　巧味
173 相原　風城 (聴覚支援浜松中)

(浜名中) 234
175 大石　元喜 (榛原中) 五條克則 (初倉中) 235
176 石橋　理一 (服織中) 住吉　佑太 (門池中) 236

大場海世 (周南中) 237
178 福永琢真 (市立沼津中等部) 石田　大河
177 狩野　公希 (末広中)

(静岡・城山中) 238
179 足立　周平 (浜松日体中) 浮谷　亮太朗 (籠上中) 239
180 藤堂　哲也 (積志中) 後藤　健太 (町立清水南中) 240



第４６回　全国中学生テニス選手権静岡県予選

男子ダブルス

青山義昂・大谷和之 (富岡中) 37

2 並木奏羽・小澤雅久 (清水南中等部)

1 田原遼太郎・青木琉莞 (御殿場・南中)

ｂｙｅ 38

3 尾原泰雅・山田想一郎 (三方原中) 平川颯・谷川大和 (浜松日体) 39

4 澤村和一・山下智瑛 (市立沼津中等部) 秋山斗吾･長橋壱悟 (町立清水中) 40

岡崎陸人・鈴木颯大 (高洲中) 41

6 西川誇珀・片川陽琉 (大洲中) 井出絢大・根本悠里

5 岡本 要・林 大智 (浜松西高中)

(静岡聖光学院) 42

7 堀内勇佑・三浦翼 (静岡聖光学院) 大庭結心・後藤愁弥 (竜洋中) 43

8 赤坂颯泰・大石元喜 (榛原中) 山田昂汰・山田斡希 (豊田中) 44

川中　隼太・川中　光来 (焼津・豊田中) 45

10 池田蒼吾・松井慎之助 (豊田南中) 永海拳・足立周平

9 瀧下敢太・中津川陽夢 (浜松日体)

(浜松日体) 46

11 柴田匡晃・青木佑太郎 (浜松日体) 赤堀瑛音・宮本隆平 (静岡東中) 47

12 鈴木一颯・窪田奏 (葉梨中) 芹澤海音・玉野永遠 (市立沼津中等部) 48

菅原悠斗・磯谷真梛人 (掛川西中) 49

14 加藤漣・増井晴久 (袋井中) 齋藤陽之・若林誠也

13 川端 一輝・鈴木 渉 (浜松西高中)

(静大附属静岡) 50

15 鈴本　大稀・鈴本　力稀 (東陽中) 石橋理一・牧野航汰 (服織中) 51

16 竹田琉楽・山下零 (静岡サレジオ) 塩野健志・辻村優弥 (篠原中) 52

高野駿介・山本航平 (静岡聖光学院) 53

18 杉山聖叶・大塚真矢 (富士根北中) 夏目陶一郎・春日韻

17 ｂｙｅ

(高台中) 54

19 岩堀翔真・宇野彰剛 (磐田・城山中) 野島 慎之丞・白幡 在真 (浜松西高中) 55

20 ｂｙｅ ｂｙｅ 56

青木智哉・髙須大樹 (静大附属静岡) 57

22 浮谷亮太朗・片井翔太 (籠上中) 原裕太郎・山崎光陽

21 菅谷遥輝・荒優力 (浜松日体)

(清水南中等部) 58

23 松田一希・石田大河 (静岡・城山中) 伊藤新之介・増井遥矢 (浜松日体) 59

24 三坂悠真・鈴木朝斗 (豊岡中) 巻田幸久・長谷川智裕 (静岡聖光学院) 60

本多康大・本多諒大 (星陵中) 61

26 大滝宙夢・脇誇奨 (市立沼津中等部) 松井悠真・坂口颯

25 大保陽希・小久保壮晟 (浜名中)

(浜松日体) 62

27 黒澤 琉唯・内山 祥太 (浜松西高中) 鈴木和・小島樹 (掛川北中) 63

28 青野優大・菊池明己人 (静岡聖光学院) 加藤滉大・谷澤林輝 (鷹岡中) 64

久保田優・森田雄也 (城南静岡中) 65

30 堤啓樹・安本創 (静大附属静岡) 加藤興仁・池谷春輝

29 野村夏生・田中　陽 (清水南中等部)

(静岡学園中) 66

31 大石慧・鈴木周馬 (静岡聖光学院) 伝強志・増田誠也 (細江中) 67

32 大橋由起・西浦颯真 (浜松日体) 猿渡隼人・杉山勝太 (静岡サレジオ) 68

春岡浩介・鈴木康聖 (安東中) 69

34 小山舜平・望月奏空 (賎機中) 入口竜慶・近藤琉生

33 中村厚規・大石大揮 (城南静岡中)

(浜松日体) 70

35 ｂｙｅ 福永琢真・林真尋 (市立沼津中等部) 71

36 長田和音･長島佳祐 (町立清水中) 野田 武瑠・畑 碧音 (浜松西高中) 72



第４６回　全国中学生テニス選手権静岡県予選

女子シングルス (1)

二宮茉子 (入野中) 41

2 土橋　未桜 (大富士中) 清水　梨央

1 櫻田しずか (函南東中)

(西遠女子学園中) 42

3 三鬼光夏 (静岡英和中) 竹下 かえで (静岡学園中) 43

4 佐々木 椛乃 (静岡学園中) 桂浦　和奏 (新居中) 44

中井緋奈子 (城内中) 45

6 小長井心蘭 (静岡サレジオ) 山﨑美侑

5 大石美樹 (聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ中)

(静岡英和中) 46

7 望月和子 (清水興津中) 伊藤　優里 (東益津中) 47

8 伊藤　あさひ (南部中) 猿田ゆみな (聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ中) 48

ｂｙｅ 49

10 塩見菜月 (丸塚中) 後藤苺衣

9 ｂｙｅ

(磐田市立中) 50

11 松永　結楽 (美和中) 加藤　由 (沼津第二中) 51

12 山野　成羽 (葉梨中) 望月　玲那 (大富士中) 52

海野　未花 (西遠女子学園中) 53

14 池田　理彩 (長田南中) 西藤実咲

13 阿部美月 (静岡英和中)

(浜松西高中等部) 54

15 金原千雅 (浜松西高中等部) 藤高　沙知 (広幡中) 55

16 永田愛唯 (静大附属浜松中) 古屋　咲笑 (星陵中) 56

蔦保　志織 (浜松日体中) 57

18 阿久澤　響 (星陵中) 古橋　里胡

17 齋藤怜 (観山中)

(浜松日体中) 58

19 若松　美怜 (浜松日体中) 麻布実来 (青島中) 59

20 山下穂乃佳 (豊田南中) 熊谷真琴 (大富士中) 60

村松　楽々菜 (周南中) 61

22 浅沼　英莉奈 (吉田中) 小長谷　香恋

21 藤本舞衣 (磐田・豊田中)

(大富中) 62

23 植田音羽 (市立沼津中等部) 河合瑠奈 (浜松西高中等部) 63

24 佐藤美佑 (清水南中等部) 坪井凜 (清水南中等部) 64

須藤　真緒 (高松中) 65

26 池野　真奈美 (葉梨中) 村木　爽来

25 加藤　愛佳 (西遠女子学園中)

(北浜中) 66

27 石村　玲乃 (藤枝明誠中) 望月 陽菜 (静岡学園中) 67

28 鈴木愛唯 (浜松西高中等部) 井上摩映 (静岡英和中) 68

長井ノア (静岡サレジオ) 69

30 稲葉　蘭藍 (沼津第五中) 鈴木　陽和

29 木下花穂 (周南中)

(葉梨中) 70

31 伊藤千晴 (静岡英和中) 渡邉　麻央 (福田中) 71

32 大塚　沙来 (東豊田中) ｂｙｅ 72

松浦瑞季 (高洲中) 73

34 小山 琉奈 (静岡学園中) 石田　菜々美

33 坂本彩純 (浜松西高中等部)

(蒲原中) 74

35 北堀　真帆 (安東中) 伊藤　真歩 (浜松日体中) 75

36 山本　小暖 (藤枝中) 松井美璃 (磐田第一中) 76

吉田　羽那 (高洲中) 77

38 小畑　佐羽 (浜松日体中) 大川りこ

37 森川椰子 (日大三島中)

(富士根南中) 78

39 佐野真衣子 (静岡英和中) 野澤唯 (浜松西高中等部) 79

40 諏訪成美 (六合中) 小和田　なな (城南静岡中) 80



第４６回　全国中学生テニス選手権静岡県予選

女子シングルス (2)

里　菜央 (沼津第四中) 121

82 白方　優音 (三方原中) 遠又安里紗

81 近藤　優衣 (城南静岡中)

(六合中) 122

83 米山陽夏 (日大三島中) 大石莉瑚 (清水南中等部) 123

84 瀧 彩花 (静岡学園中) 多々内　紗英 (浜松日体中) 124

佐藤　那菜 (長田西中) 125

86 松本笑 (聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ中) 平野杏奈

85 原田茉実 (静岡サレジオ)

(浜松西高中等部) 126

87 服部　由季 (藤枝明誠中) 髙野　優希菜 (星陵中) 127

88 武田　夏帆 (静大附属静岡中) 渋谷　瑞稀 (蒲原中) 128

小栗世渚 (竜洋中) 129

90 葛西紗葵 (御殿場中) 吉田　愛斗

89 北堀　瑞喜 (安東中)

(大富中) 130

91 望月結彩 (静岡英和中) 村松日菜乃 (磐田・城山中) 131

92 遠藤　桜子 (町立清水中) 大口祐奈 (静岡英和中) 132

野崎明日香 (静岡サレジオ) 133

94 長島由依 (清水南中等部) 加納 芽実

93 齋藤　那帆 (星陵中)

(静岡学園中) 134

95 西角　菜月 (焼津中) 吉田　レナ (青島北中) 135

96 笠井　彩菜 (雙葉中) 岡田　愛菜 (観山中) 136

藤松　穂乃 (与進中) 137

98 深町鈴菜 (東中) 市川薫子

97 鈴木　瑠七 (浜松日体中)

(市立沼津中等部) 138

99 西村海琴 (浜松西高中等部) 武多瑠菜 (蜆塚中) 139

100 守屋希那 (神明中) 鈴木香漣 (東陽中) 140

梶山　奈菜 (藤枝順心中) 141

102 佐藤　汐乃果 (庄内中) 松野歩惟

101 山本　栞 (長田西中)

(静岡サレジオ) 142

103 長葭梨子 (湖東中) 松浦　水咲 (西遠女子学園中) 143

104 高橋　彩名 (常葉大常葉中) 久保山爽来 (静岡英和中) 144

前野有咲 (向陽中) 145

106 竹下歩佑 (静岡英和中) 佐々木　彩乃

105 今坂　そら (葉梨中)

(静大附属静岡中) 146

107 和田　七海 (浜松日体中) 成島かれん (雙葉中) 147

108 小栗千鶴 (浜松西高中等部) 杉山瑞歩 (浮島中) 148

高橋　なたり (大富士中) 149

110 古川心愛 (高洲中) 渡邉　麻亜矢

109 鈴木優羽 (市立沼津中等部)

(福田中) 150

111 岡田　凪央 (広幡中) 久米くらら (浜松西高中等部) 151

112 ｂｙｅ ｂｙｅ 152

森　希陽 (浜松日体中) 153

114 飯塚　仁珠 (函南東中) 澤本真依

113 草谷実乃里 (観山中)

(青島中) 154

115 伊藤　陽菜 (西遠女子学園中) 関澤 そのみ (静岡学園中) 155

116 白鳥　冴 (静岡英和中) 小島穂乃佳 (聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ中) 156

岸井　ののは (北浜東部中) 157

118 青木優那 (浜松西高中等部) 岡部莉奈

117 鈴木珠央 (豊田南中)

(静岡英和中) 158

119 澤入　美空 (岳洋中) 大胡田 悠 (大岡中) 159

120 須賀流凪 (清水第五中) 小池　芽衣 (大富中) 160



第４６回　全国中学生テニス選手権静岡県予選

女子ダブルス

鈴木陽和・池野真奈美 (葉梨中) 29

2 山﨑琴詠・猿田ゆみな (聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ中) 石村玲乃・服部由季

1 櫻田しずか･飯塚仁珠 (函南東中)

(藤枝明誠中) 30

3 石田菜々美・渋谷瑞稀 (蒲原中) 手島友梨・高橋なたり (大富士中) 31

4 小長井心蘭・野崎明日香 (静岡サレジオ) 西藤実咲・鈴木愛唯 (浜松西高中等部) 32

古屋咲笑・斎藤那帆 (星陵中) 33

6 池田未来・宮本奈侑 (浜松日体中)

5 小山琉奈・佐々木椛乃 (静岡学園中)

ｂｙｅ 34

7 伊藤千晴・望月結彩 (静岡英和中) 岡田愛菜・草谷実乃里 (観山中) 35

8 山本栞・佐藤那菜 (長田西中) 多々内紗英・伊藤真歩 (浜松日体中) 36

三鬼光夏・松永莉佳菜 (静岡英和中) 37

10 岡田　凪央・藤高　沙知 (広幡中) 長井ノア・望月美那

9 ｂｙｅ

(静岡サレジオ) 38

11 武田夏帆・種本真子 (静大附属静岡中) 伊藤陽菜・松浦水咲 (西遠女子学園中) 39

12 海野未花・加藤愛佳 (西遠女子学園中) 大石莉瑚・坪井凜 (清水南中等部) 40

北堀瑞喜・北堀真帆 (安東中) 41

14 諏訪成美・遠又安里紗 (六合中) 小和田なな・近藤優衣

13 河合瑠奈・青木優那 (浜松西高中等部)

(城南静岡中) 42

15 熊谷真琴・土橋未桜 (大富士中) 村松楽々菜・木下花穂 (周南中) 43

16 松井あい香・水井萊夢 (常葉大常葉中) 森希陽・和田七海 (浜松日体中) 44

坂本彩純・西村海琴 (浜松西高中等部) 45

18 山﨑美侑・阿部美月 (静岡英和中) 市川薫子・小林樹璃

17 今坂そら・山野成羽 (葉梨中)

(市立沼津中等部) 46

19 原田茉実・松野歩惟 (静岡サレジオ) 久保山爽来・井上摩映 (静岡英和中) 47

20 ｂｙｅ ｂｙｅ 48

古川心愛・松浦瑞季 (高洲中) 49

22 澤本真依・麻布実来 (青島中) 松本笑・小島穂乃佳

21 小栗千鶴・平野杏奈 (浜松西高中等部)

(聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ中) 50

23 ｂｙｅ 望月玲那・多田彩華 (大富士中) 51

24 大西希美・阿久澤響 (星陵中) 高橋彩名・濱田悠亜 (常葉大常葉中) 52

関澤そのみ・加納芽実 (静岡学園中) 53

26 鈴木瑠七・古橋里胡 (浜松日体中) 岡部莉奈・白鳥冴

25 竹下かえで・望月陽菜 (静岡学園中)

(静岡英和中) 54

27 佐野真衣子・大口祐奈 (静岡英和中) 諸田藍・藤巻真帆実 (静岡サレジオ) 55

28 渡邉麻亜矢・渡邉麻央 (福田中) 小池芽衣・吉田愛斗 (大富中) 56


