
第17回　　ウインビレッジ　　ジュニアシングルス選手権

主　 催       ウインビレッジTC
協　 賛　     ダンロップスポーツ・大塚製薬
協   力　     テニスプロショップ　クレストン

１４日（火） １５日（水） １６日（木） １７日（金）
１５才以下　男子・女子 １３才以下　男子・女子 １１才以下　男子・女子 予備日

会   場　　   ウインビレッジＴＣ（砂入り人工芝コート）
使用球　　   ダンロップフォート

○全選手　集合時間までに、試合のできる服装で受付を済ませてください。

○各種目、本戦６ゲーム先取ノーアドバンテージ　　
               決勝戦のみ１セットマッチ（６－６タイブレーク）
　　　　　　　初戦敗者はコンソレーションマッチを行います。
　　　　　　　　　　　コンソレーションマッチ６ゲーム先取ノーアドバンテージ　
　　天候等の理由により変更することがあります。

○ウォーミングアップは各試合サービスのみ

〇全日８：１５より受付を開始いたします。　
　　ウォーミングアップのコートのご使用は受付を済まされてからお願いいたします。

○全試合、セルフジャッジにて行います。
　　　コールは大きな声、ハンドサイン等で、わかりやすくすること。

○みなさんは各クラブの代表です。マナーを守り、
　元気よく試合にのぞんでください。

○小雨決行、大雨順延
　　　　　雨天による中止等の決定は７：３０にいたします。
　　　　　クラブフロントにお電話、またはホームページてご確認ください。

　ウインビレッジＴＣ　　　Tel　０５４－２３７－２０２２
　　　　　　　　　　　　　　　URL　http://www.winvillage-tennisclub.com

開催日　     ２０１８年８月１４日（火）～１６日（木）　予備日１７日（金）



１１才以下　男子　仮ドロー　Ｈ３０．８．１６（木）

集合時間　　全選手　８：５０　　　No.６・１９のみ９：３０

初戦敗者はコンソレーションマッチを行います。

22

（ワタナベテニスカレッジ）

23 Bye

24 谷澤怜真 （あおやま庭球塾）

Bye

21 大胡田礼和 （本日庭球日）

齊藤南翔 （清水ローン）

飯田唯斗 （アスルクラロ沼津）

Bye

Bye

渡辺瑛斗 （あおやま庭球塾）

白鳥佑樹 （清水ローン）

20 小島健陽 （ウインビレッジ）

19

田代登馬 （ウインビレッジ）

柴田裕翔 （ウインビレッジ）16

興津颯人 （ウンノストロベリー）

17

15 細谷詢 （アスルクラロ沼津）

18

14

13

名倉祐輝 （清水ローン）

11

8 Bye

9

12

10

本戦　６ゲーム先取ノーアドバンテージ　　　本戦決勝戦のみ1セットマッチ

柴田翔也

2 Bye

（ウンノストロベリー）4

3 石川敬矩 （本日庭球日）

1 嶋田向健 （清水ローン）

5 芹澤拓実 （アスルクラロ沼津）

7

6 堤智隆 （ウインビレッジ）

島巧



１１才以下　女子　仮ドロー　　Ｈ３０．８．１６（木）

集合時間　全選手　９：３０

1 2 3 勝敗 順位

1 2 3 勝敗 順位

順位戦

決勝戦

―

３位決定戦

―

５位決定戦

―

2 石田渚 （ウンノストロベリー）

3 村松心麗 （ウインビレッジ）

大石幸奈 （清水ローン）

1 望月葉菜 （高瀬テニスカレッジ）

2 山田梨瑚 （高瀬テニスカレッジ）

B

A

本戦　６ゲーム先取ノーアドバンテージ　　　本戦決勝戦のみ1セットマッチ

3 柴山祈梨 （ウンノストロベリー）

1



１３才以下　男子　仮ドロー　　Ｈ３０．８．１５（水）

集合時間　１R　８：５０　　２R　９：３０

初戦敗者はコンソレーションマッチを行います。

相良亜周 （アスルクラロ沼津）

細谷暖 （アスルクラロ沼津） 中野天晴 （アスルクラロ沼津）

藤川翔也

原裕太郎

石田大河

本戦　６ゲーム先取ノーアドバンテージ　　　本戦決勝戦のみ1セットマッチ

1

長田和音 （アクトスポーツ）

4

武安直樹 （高瀬テニスカレッジ）

3

5

Bye

21大石元喜

（ウンノストロベリー） （ウインビレッジ）

6

2 Bye 18

19

22

（駿河台ローン）

（ウンノストロベリー）

山田昂汰

浅沼大稀 （アスルクラロ沼津）

（清水ローン）

（清水ローン）

赤坂颯泰 （相良グリーン）

Bye

（ウンノストロベリー）

20鈴木陽也

松田一希17

片川陽琉

（アスルクラロ沼津）

Bye

井出柊弥

（相良グリーン）

（清水ローン）

10 26Bye

（ウインビレッジ）

237

山田斡希

8 長島佳祐

16 杉本湧 （アクトスポーツ） 32

（アクトスポーツ） 24

13

15

2711

（丹那TC)波津秀紀

29

八木心太郎

31Bye

（アスルクラロ沼津）

Bye

Bye

柴田稜太

（高瀬テニスカレッジ）

14 30

2812 海野稜汰 （ウインビレッジ）

259 宮本隆平



１３才以下　女子　仮ドロー　　Ｈ３０．８．１５（水）

集合時間　：　１R　９：３０　　２R　１０：００

13

佐藤那菜 （ウンノストロベリー）

16 岡田愛菜 （千代TC)

14 後藤夏日心 （ウインビレッジ）

15

10

11 石村玲乃 （ルナール島田）

12 伊藤優里 （ウンノストロベリー）

（ルナール島田）

7 須藤真緒 （ウンノストロベリー）

8 加藤由 （アクトスポーツ）

6 佐藤晴香

1 二宮茉子 （佐鳴台ローン）

5 平野杏奈

（ベルTS)

（Wish TC) 

Bye2

Bye

Bye

大胡田悠 （本日庭球日）

3 北堀真帆

9 大川りこ （あおやま庭球塾）

4



１５才以下　男子　仮ドロー　　　Ｈ30．８．１4（火）

集合時間　：　１R　８：５０　　　２R　９：３０

本戦　６ゲーム先取ノーアドバンテージ　　　本戦決勝戦のみ1セットマッチ

初戦敗者はコンソレーションマッチを行います。

（ウインビレッジ）

堤啓樹 （ウインビレッジ）

大塚真矢 （TAS)

中井晴希 （ウインビレッジ）

9

伊熊成佑

（袋井クラウン）

（ブレスパティオ）

眞保愛登 （ウインビレッジ）

16

10

13

高須大樹

11

12

15

14

中川英康

（ウンノストロベリー）

（静清グリーン）

漆畑瑛登

菅原悠斗

狩野公希

山本響希 （STAC)

4

加藤琉生 （ウインビレッジ）

1

Bye2

村川颯汰 （時の栖TC)3

7

6

8

井上正貴

（ベルTS)

（静清グリーン）

大石慧 （ウインビレッジ）

5



１５才以下　女子　仮ドロー　　　　Ｈ３０．８．１４（火）

集合時間　：　全選手　９：３０

1 2 3 4 勝敗 順位

（ウインビレッジ）

北堀瑞喜

原木菜々

3

2

4

本戦　６ゲーム先取ノーアドバンテージ　

（ブレスガーデン）

望月結彩 （千代TC)

（ベルTS)

1 山内音葉



歴代優勝者

１５才以下 １３才以下 １１才以下
---- 岡本　憲彦（ウインビレッジ） 鈴木　龍樹（ウインビレッジ）

寺田　純子（ウインビレッジ） 山崎　舞子（ウインビレッジ） 大長　美咲（ウインビレッジ）
森口　俊（竜南TC) 大長　俊貴（ウインビレッジ）
大長　美咲（ウインビレッジ） 小川　茜（三保黒潮）
鈴木　龍樹（ウインビレッジ） 大長　俊貴（ウインビレッジ）
長島　愛（ウインビレッジ） 鈴木菜の花（ウインビレッジ）

杉村　優太（アイＴＣ） 朝比奈　亮（千代ＴＣ） 佐藤　大和（千代ＴＣ）
望月　陽子（千代ＴＣ） 八木　珠央（駿河台ローン） 早野　夏希（千代ＴＣ）
上野　陽祐（丹那ＴＣ） 小池　湧也（小杉ＴＳ） 坂本　徹（ニューウインブルドン）
宮下　諒子（千代ＴＣ） 早野　夏希（千代ＴＣ） 鈴木　爽花（ＴＡＳ）
浦田　大介（パピーＴＣ） 大長　俊貴（ウインビレッジ） 鈴木　大登（藤枝Ｎｅｗ青葉）
鈴木　爽花（ＴＡＳ） 嶋野　安沙美（小杉ＴＳ） 橋戸　レナ（ウインビレッジ）
井上　アラン（丹那TC) 横山　恵亮（ウインビレッジ） 小沼　瑞季（Wish TC)
嶋野　安沙美（小杉TC) 橋戸　レナ（ウインビレッジ） 望月　美玖（千代TC)
大長　俊貴（ウインビレッジ） 青島剣士郎（ニューウインブルドン） 正林　知大（佐鳴台ローン）
石川　琴乃（千代TC) 鈴木　優花（TAS) 松本佳那子（Wish TC)
遠藤　翼（丹那TC) 鷲津　祥久（ウンノストロベリー） 佐野　悠葵（TAS)
橋戸　レナ(ウインビレッジ） 藤田あやめ（ウインビレッジ） 三浦　麗奈（TAS)
辻村　圭哉（浜松インドアTC) 繁田　裕介（千代TC) 三浦　佑太（ベルTS)
牧　早織（ウインビレッジ） 三浦　麗奈（TAS) 藤田　千広（ブレスガーデン）
中村　真星（あおやま庭球塾）田中　諒弥（ＴＡＳ） 西村　潤（アクトスポーツ）
牧　早織（ウインビレッジ） 赤堀　凪（静清グリーン） 野口　綾那（ミナミＴＣ）
青山　楓季（あおやま庭球塾）三浦　佑太（ベルＴＳ） 鈴木　飛翔（ブレスパティオ）
木下　彩香（ウインビレッジ） 赤堀　凪（静清グリーン） 畑　瑠香（ニューウインブルドン）

三浦　佑太（ベルＴＳ） 杉本　佳加（ウンノストロベリー） 石垣　秀悟（ウンノストロベリー）

今村　果琳（佐鳴台ローン） 鈴木　渚左（Ｗｉｓｈ　ＴＣ） 水野　結子（ニューウインブルドン）

村木　亮太（Wish　TC) 鈴木　飛翔（ブレスパティオ） 石埜　光輝（佐鳴台ローン）
望月ひより（ウインビレッジ） 稲葉　梨莉（アクトスポーツ） 霜垣　花菜（清水ローン）
古牧卓真（清水ローン） 石垣秀伍（丹那TC) 後藤健太（ミノリアール静岡）
市川結子（あおやま庭球塾） 高田晴菜（wish　TC) 鈴木香漣（wish　TC)
藤田秀伍（ウンノストロベリー）石埜光輝(佐鳴台ローン） 春日韻（萩丘TC)
内田凛（丹那TC) 櫻田しずか（アクトスポーツ） 木下花穂（wish　TC)

第１４回

第１２回

第８回

第１３回

第15回

第16回

第1回

第２回

第３回

第４回

第11回

第９回

第10回

第５回

第６回

第７回


