
【試合方式】 ･1セットマッチ（6ゲーム先取）

･試合前の練習はサービス4本のみとします。

･初戦敗退者はコンソレーションがあります。

・コンソレーション：1セットマッチ（6ゲーム先取ノーアドバンテージ）

※天候・試合進行等により変更の場合があります。

【 集 合 時 間 】 全員　13：00 （集合時間15分前までに受付をすませてください。）

【 そ の 他 】 ・漏れ・誤り等がある場合は8月12日（月）までにご連絡下さい。

・少雨決行。当日の連絡先はスポルトテニスアカデミー（0562-35-0158)までご連絡

いただくか、ホームページ上スポルトテニスアカデミーからのお知らせをご覧ください。
・受付は加木屋運動公園テニスコート(第1）
・試合進行により翌日に試合を行なう場合があります。
・朝7時から練習ができます。

田中　冬威 （刈谷TP）

三橋　たい （スポルトTA）

青山　舜弥 （諸の木TC）

11

水谷　俊貴 （衣浦マリンTC）

奥田　千暉 （諸の木TC） 奥田　多惟良 （スポルトTA）

深見　晴矢 （竜美丘TC）
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コンソレーション
　     　  　1R  2R  SF F  　 SF  2R　 1R 

91

15

8 16

7 bye bye

13

6 bye 14

5 杉山　颯音 （スポルトTA）

11

4 12

3 bye木津谷　涼 （スポルトTA）

加藤　大新 （邦和みなとITS）

9

2 bye 10

1 中尾　隼也 （衣浦マリンTC）

第3回　東海市ジュニアサマーテニス大会
小学生男子シングルス

開催日：2013年8月21日（予備日：8月22日）
会場：加木屋運動公園テニスコート

本戦
　     　  　1R  2R  SF F  　 SF  2R　 1R 



【試合方式】 ･1セットマッチ（6ゲーム先取）

･試合前の練習はサービス4本のみとします。

･初戦敗退者はコンソレーションがあります。

・コンソレーション：1セットマッチ（6ゲーム先取ノーアドバンテージ）

※天候・試合進行等により変更の場合があります。

【 集 合 時 間 】 全員　13：00 （集合時間15分前までに受付をすませてください。）

【 そ の 他 】 ・漏れ・誤り等がある場合は8月12日（月）までにご連絡下さい。

・少雨決行。当日の連絡先はスポルトテニスアカデミー（0562-35-0158)までご連絡

いただくか、ホームページ上スポルトテニスアカデミーからのお知らせをご覧ください。
・受付は加木屋運動公園テニスコート(第1）

・試合進行により翌日に試合を行なう場合があります。

・朝7時から練習ができます。

（ウィルTA）

鍋田　紗央 （h2ETA)

成田　玲音奈 （諸の木TC）

杉戸　美優 （諸の木TC）

伊藤　凛 （刈谷TP） 新竹　藍 （刈谷TP）

成田　愛結菜 （諸の木TC）

大城　吏捺 （諸の木TC）

丹嶌　里佳 （諸の木TC）

（ウィルTA）
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コンソレーション
　     　  　1R  2R  SF F  　 SF  2R　 1R 

91

6 14

5
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8 16

7 bye

戸松　結香

11

4 12

3 bye

13

杉原　佑奈 （諸の木TC）

佐藤　優衣

9

2 bye 10

1 丹生谷　紅杏 （刈谷TP） 佐野　楓夏 （スポルトTA）

第3回　東海市ジュニアサマーテニス大会
小学生女子シングルス

開催日：2013年8月21日（予備日：8月22日）
会場：加木屋運動公園テニスコート

本戦
　     　  　1R  2R  SF F  　 SF  2R　 1R 



【試合方式】 ･1セットマッチ（6ゲーム先取）

･試合前の練習はサービス4本のみとします。

･初戦敗退者はコンソレーションがあります。

・コンソレーション：1セットマッチ（6ゲーム先取ノーアドバンテージ）

※天候・試合進行等により変更の場合があります。

【 集 合 時 間 】 全員　13：00 （集合時間15分前までに受付をすませてください。）

【 そ の 他 】 ・漏れ・誤り等がある場合は8月12日（月）までにご連絡下さい。

・少雨決行。当日の連絡先はスポルトテニスアカデミー（0562-35-0158)までご連絡

いただくか、ホームページ上スポルトテニスアカデミーからのお知らせをご覧ください。
・受付は加木屋運動公園テニスコート(第1）
・試合進行により翌日に試合を行なう場合があります。
・朝7時から練習ができます。

下脇　莉菜 （東海南高校）

木下　菜々花 （衣浦マリンTC）

丹嶌　那菜子 （諸の木TC）

西尾　綾夏 （スポルトTA）

齋藤　さくら （東海南高校）
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長谷川　なつみ （諸の木TC）

眞崎　湖子 （スポルトTA）

木津谷　咲 （スポルトTA）

磯貝　美帆 (東海南高校）
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コンソレーション
　     　  　1R  2R  SF F  　 SF  2R　 1R 

91

6 14

5

15

8 16

7 bye

福島　見優 （イデアス）

11

4 12

3 bye

13成田　美優 （スポルトTA）

寒川　夏実 （スポルトTA）

9

2 bye 10

1 木津谷　百恵 （スポルトTA）

第3回　東海市ジュニアサマーテニス大会
高校生以下女子シングルス

開催日：2013年8月21日（予備日：8月22日）
会場：加木屋運動公園テニスコート

本戦
　     　  　1R  2R  SF F  　 SF  2R　 1R 



【試合方式】 ･1セットマッチ（6ゲーム先取）

･試合前の練習はサービス4本のみとします。

･初戦敗退者はコンソレーションがあります。

・コンソレーション：1セットマッチ（6ゲーム先取ノーアドバンテージ）

※天候・試合進行等により変更の場合があります。

【 集 合 時 間 】 全員　8：00 （集合時間15分前までに受付をすませてください。）
【 そ の 他 】 ・漏れ・誤り等がある場合は8月12日（月）までにご連絡下さい。

・少雨決行。当日の連絡先はスポルトテニスアカデミー（0562-35-0158)までご連絡

いただくか、ホームページ上スポルトテニスアカデミーからのお知らせをご覧ください。

・受付は加木屋運動公園テニスコート(第1）
・試合進行により翌日に試合を行なう場合があります。
・朝7時から練習ができます。

塚本　新吾 （フリー）

鷹羽　修弥 （大府高校）

宮崎　聖也 （大府高校）

片岡　奨 （常滑高校）

三木　勝貴 （東海南高校）

（大府高校）

橋本　健士朗 （大府高校）

諏訪　光彦 （大府高校）

平林　和樹 （大府高校）

（大府高校）

野村　健太 （大府高校）

白崎　翔吾 （大府高校）

柳井　優吾 （大府高校）

今村　豪 （大府高校）

水嶋　凌

塩野　蒼太 （衣浦マリンTC）

西尾　健太 （常滑高校）

松井　亮二 （常滑高校）

釜　龍之介 （瑞穂高校）

西川　開登 （大府高校）

山口　雄大 （大府高校）

岩田　健吾 （大府高校）

吉川　敬人 （大府高校）

平島　拓弥 （瑞穂高校）

石田　雄真 （名古屋高校）

倉本　貴央 （常滑高校）

三村　悠登 （衣浦マリンTC）

後藤　秀一朗 （大府高校）

今井　一暢 （常滑高校）

森本　康太 （常滑高校）

山本　純生 （常滑高校）

後藤　りくと （常滑高校）

西村　泰成 （常滑高校）

平嶋　健輔 （東海南高校）

中杉　優李 （東海南高校）

太田　貴大 （常滑高校）

喜田　啓太 （常滑高校）

平野　翔那汰 （常滑高校）

江草　起平 （東海南高校）

杉嵜　巧就 （東海南高校） 竹内　俊貴 （名城大付属高校）

彦坂　勇樹 （常滑高校）

井上　大夢 （常滑高校）

伊藤　太一 （東海南高校）

大橋　颯太 （東海南高校）

川合　淳平 （東海南高校）

久保　勝正 （東海南高校）

加藤　広夢 （東海南高校）

谷川　博基 （東海南高校）

松田　唱吾 （東海南高校）

蟹井　雅喜 （東海南高校）

山本　太一 （東海南高校）

新美　映心 （東海南高校）

竹内　雅治 （東海南高校）

森　祐介 （東海南高校）

前田　悠太 （東海南高校）

吉田　光宏 （スポルトTA）

神谷　修平 （イデアス）

土肥　紘大 （スポルトTA）

横井　良侍 （東海南高校）

岡田　教稔 （東海南高校）

92

柴倉　諒 （名大教育学部付属高校）

長畑　翔也 （名大教育学部付属高校）澤田　洸介 （名大教育学部付属高校）

9648

94

47 95

46 榊原　健太 （東海南高校）

花井　洸斗 （東海南高校）
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45 93

44 bye bye

bye

88

41 bye bye 89

40 小林　廣熙
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39 87

38 bye

82

35 bye 83

34

80

33 81

32 bye bye

77

28
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31 79

30

吉田　蓮 （東海南高校）

渡邊　佑哉 （東海南高校）

74

27 75

26

76

29 bye bye

70

23 71

22

72

25 73

24

松本　幸輝 （常滑高校）

68

21 69

20 bye bye

65

16

66

19 67

18 加古　将大 （常滑高校）

15 63

14 bye

64

17 bye bye

60

13 61

12

62

58

11 bye 59

10 澤田　宗興 （東海南高校）木村　悠人 （大府高校）

9 57

8 bye ｂye

天野　史龍 （名大教育学部付属高校）

54

7 55

6

56

52

5 bye bye 53

4 濱田　啓太朗 （東海南高校）

1 49

50

3 51

2 岩田　和樹 （東海南高校）

栗山　航輔 （衣浦マリンTC）

第3回　東海市ジュニアサマーテニス大会
高校生以下男子シングルス

開催日：2013年8月21日（予備日：8月22日）
会場：加木屋運動公園テニスコート

本戦
1R  2R  3R  4R  QF  SF   F   SF  QF  4R  3R  2R  1R 


