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令和元年度　第45回茨城県少年少女テニス選手権大会 8月18日(日) 予備日23日(金)

笠松運動公園テニスコート

男子シングルス
長谷川 新① (茗溪) 1. 64 75 33. 鈴木 草汰① (茗溪)

岡田② (竹園)
小野 翔大② (茨キ) 2. 61 63 34. 西岡 智也② (清真)

61
熊田 修弥② (茨キ) 3. 63 64 35. 豊島 怜央② (茗溪)

飯村 響① (茨城) 4. 61 63 36. 吉成 蔵之介② (清真)

倉橋 邑弥② (茨キ)

本多 琳太郎② (東牛) 6. 62 62 38. 河野 凛太郎(2) (NJTC)

砂見 育甫② (茗溪) 5. 64 60 37.

塩冶 圭太郎① (清真)

中川 海月(3) (ｴｰｽTA) 8. 62 61 40. 石田 孝輔② (智学)

後藤 魁士① (水一) 7. 62 63 39.

片山 広貴① (江学)

新井 健聖② (茗溪) 10. 61 61 42. 鈴木 朝陽① (茗溪)

渡邊 湧野② (竹園) 9. 61 63 41.

清野 翔大② (水城)

杉浦 光② (藤代) 12. 75 63 44. 荒木 龍冴① (海一)

金子 瑞生② (水一) 11. 64 75 43.

寺山 彬叡① (茨キ)

園山 嘉秀① (茨キ) 14. 76(5) 61 46. 滝下 偉吹② (土日)

門脇 慶② (江学) 13. 61 64 45.

佐久間 亮太② (茨城)

小清水 洸貴① (竜一) 16. 63 61 48. 長谷川 開① (茗溪)

田中 大貴② (桜牧) 15. 75 60 47.

遠峰 玄覚② (茗溪)

白井 大輔② (緑岡) 18. 61 75 50. 郡司 達大② (江学)

菅谷 哲司② (茨城) 17. 62 62 49.

木之内 健介② (竹園)

小林 拓心② (並木) 20. 61 52 52. 林 竜矢② (茗溪)

高嶋 大輔① (秀英) 19. 76(2) 61 51.

松尾 康汰① (常総)

萩原 悠紀② (茗溪) 22. 63 76(5) 54. 福岡 聡太② (江学)

熊谷 洸紀② (茨城) 21. 60 w.o 53.

大竹 優太② (清真)

石田 達哉(3) (大洗ﾋﾞｰﾁTC) 24. 60 62 56. 森 信光② (竹園)

亀山 隆太郎(3) (ｴｰｽTA) 23. 63 64 55.

57. 山形 健将② (江学)

旭 惟吹① (東牛) 26. 63
1 岡田 陽彦②

(茨城県立竹園高)
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小松﨑 陸① (茨キ) 25. 64 結果 64

58. 中島 大樹② (東牛)

安城 壮大② (竜一) 27. 63 63 59. 小澤 和弥① (茨城)

2
菅谷 哲司②

(茨城高)則松 遥樹② (東牛) 28. 60 61 60. 髙野 克紀② (智学)

塚田 純平② (東牛) 29. 62
3

長谷川 新①
(茗溪学園高)

62 61. 梶山 慧② (茨城)

今橋 優太(1) (ｴｰｽTA) 30. 75 61 62. 大島 弘也② (土一)

3
63. 河野 凌馬① (東牛)

山﨑 優太② (江学) 32. 64. 岡田 陽彦② (竹園)
シード

長谷川 開①
(茗溪学園高)関山 愁翔② (茨キ) 31. 62 60

2 岡田 陽彦② (竹園) 9～12 森 信光② (竹園)

1 長谷川 新① (茗溪) 9～12 渡邊 湧野② (竹園)

3～4 菅谷 哲司② (茨城) 9～12 石田 孝輔② (智学)

3～4 長谷川 開① (茗溪) 9～12 小松﨑 陸① (茨キ)

5～8 鈴木 草汰① (茗溪) 13～16 石田 達哉(3) (大洗ﾋﾞｰﾁTC)

5～8 小清水 洸貴① (竜一) 13～16 片山 広貴① (江学)

5～8 遠峰 玄覚② (茗溪) 13～16 中川 海月(3) (ｴｰｽTA)

5～8 山﨑 優太② (江学) 13～16 山形 健将② (江学)



5～8 根本 明莉(3) (NJTC) 13～16 中林 綾菜① (茨城)

5～8 山本 夢(3) (NJTC) 13～16 鈴木 綺羅① (茨キ)

5～8 中山 未来② (茨キ) 13～16 川上 日菜乃① (茨キ)

3～4 塚越 咲妃① (東牛) 9～12 飛田 柚香① (茨城)

5～8 渡邊 彩枝① (土日) 13～16 豊田 絢音② (茨キ)

2 藤田 奈津実① (茨キ) 9～12 金子 晴香② (高専)

3～4 中村 桜① (竹園) 9～12 清水 凜子② (茨キ)

山本 夢(3) (NJTC) 32. 64. 藤田 奈津実① (茨キ)
シード

1 二瓶 ひなた(3) (CSJ) 9～12 小湊 美波(3) (ｴｰｽTA)

山戸 智尋② (水商) 29. 60
3 伊藤 楓恋①

(東洋大学附属牛久高)

61 61. 橋本 涼②

広瀬 麗実② (霞浦) 30. 61 64 62. 宮下 真彩②

3
渡邊 彩枝①

(土浦日本大学高)bye 31. 63.

bye 26. 62
1

59.

2

藤田 奈津実①
(茨城ｷﾘｽﾄ教学園高)

61 58. bye

佐藤 亜由菜② (藤代) 27. 62 64

黒川 佳奈② (竹園) 28. 60 61 60.
二瓶 ひなた(3)
(CSJつくばﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

川上 日菜乃① (茨キ) 24. 60 60 56. 金子 晴香② (高専)

清水 凜子② (茨キ) 25. 結果 57. 鈴木 綺羅① (茨キ)

長山 美月② (水三) 22. 63 63 54. 辰巳 真優② (清真)

伊藤 楓恋① (東牛) 23. 61 55. bye

鳩貝 来留実② (妻一) 20. 61 63 52. 大橋 優衣② (栄進)

関根 瑞季② (境) 21. 63 63 53. 深井 まこと② (土日)

bye 18. w.o 64 50. bye

片寄 佑菜① (茨キ) 19. 63 62 51. 畑村 優華② (霞浦)

中山 未来② (茨キ) 16. 61 63 48. 塚越 咲妃① (東牛)

中村 桜① (竹園) 17. 49. 根本 明莉(3) (NJTC)

落合 ひなの② (茨城) 14. 62 64 46. 路川 日菜② (中央)

bye 15. 47. bye

斎藤 実花① (茗溪) 12. 63 60 44. 瀬戸 菜々夏② (常磐)

占部 玲海② (藤代) 13. 61 76(6) 45. 木村 悠② (啓明)

bye 10. 60 63 42. bye

小豆畑 真美② (日二) 11. 62 61 43. 今村 彩紗② (桜牧)

豊田 絢音② (茨キ) 8. 62 64 40. 小湊 美波(3) (ｴｰｽTA)

飛田 柚香① (茨城) 9. 41. 中林 綾菜① (茨城)

中島 涼寧① (茗溪) 6. 60 63 38. 藤枝 未夢② (伊奈)

bye 7. 39. bye

岡野 歩美② (中央) 4. 63 62 36.

宮川 侑芽② (清真) 5.

二瓶 ひなた(3) (CSJ) 1. 33.
藤田①

2. 62 62

64 63

34.
64

(茨キ)

37.

石森 美羽② (聖徳) 3. 61 60 35.

bye

令和元年度　第45回茨城県少年少女テニス選手権大会 8月18日(日) 予備日23日(金)

笠松運動公園テニスコート

女子シングルス
渡邊 彩枝① (土日)

関 日菜子② (江学)

bye

川又 愛莉沙① (大成)

田山 結可里② (水商)

bye

(茨城)

小室 遥花② (水二)

(海一)

(竹園)

前田 紗希①


