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 5 月 28 日（土） 5 月 29 日（日） 6 月 4 日（土） 6 月 5 日（日） 

男子 14 歳以下 
シングルス 

予選 

1R           9：30 

2R          11：00 

F           12：30 

＜本戦＞ 

1R       13：00 

2R       16：00 

 

＜本戦＞ 

QF      9：00 

SF    12：00 

F 

予備日 

男子 12 歳以下 
シングルス 

予選 

1R           9：00  

2R           9：30 

F           12：30 

＜本戦＞ 

1R       13：00 

2R       16：00 

 

＜本戦＞ 

QF      9：00 

SF    12：00 

F 

予備日 

女子 14 歳以下 
シングルス 

予選 

1R           13：00 

F           14：00 

 

＜本戦＞ 

1R       14：30    

2R       16：00 

 

＜本戦＞ 

QF     10：30 

SF    12：00 

F 

予備日 

女子 12 歳以下 
シングルス 

予選 

1R           13：00 

F           14：00 

 

＜本戦＞ 

1R       14：30   

2R       16：00 

 

＜本戦＞ 

QF     10：30 

SF    12：00 

F 

予備日 

会場          

 

スペランザ丸石 

 

 

スペランザ丸石 

 

 

スペランザ丸石 

 

 

 
選手ミーティングは行いません。選手の皆さんは上記時間に試合が出来る準備をして出席を届けてください。 
また 5 月 29 日(日)は山中湖ロードレースの為午前中周辺道路が、通行止めなど交通規制があります。 
山中湖ロードレース 2022 の大会 HP にて通行予定の道路状況をご確認ください。 
 
使用コート 

・ 使用するコートは変更になる場合もあります。本部に掲示しますので当日確認してください。 
 
ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ（LL）  

・ 予選決勝終了後、敗者による LL 順位決めの抽選を行ないます。（希望者；本部にて） 
・ なお本戦当日の出席は、各種目 1R 開始 30 分前までに本部に届けてください。  

 
練習コート       

・ 大会前の練習コートは用意されていません。宿泊先民宿または近隣のコートを予約してください。 

 



山中湖ジュニアテニストーナメント 優勝・準優勝者 
                  

  優  勝 所 属 準 優 勝 所 属 

第１回 
14 才以下 

男子 松崎 勇太郎 ﾘﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅ TS 川上 隼冬 桜田倶楽部 

2007 年 女子 辻 恵子 たちかわジュニアＴＡ 藤谷 里美 Ｋ－ＴＥＮＮＩＳ ＴＲＡＩＮＩＮＧ 

（平成 19） 
12 才以下 

男子 小林 紀輝 ｵｰﾙｻﾑｽﾞ TC 木野 翔 チーム ZIP 

  女子 渡辺 仁美 ビッグＫ 天野 楓 Ｆテニス 

第２回 
14 才以下 

男子 鈴木 悌哉 志津 TC 恒松 拓未 武蔵野ドーム TS 

2008 年 女子 澤柳 璃子 SINONE T.CO 橋本 夏実 桜田倶楽部 

（平成 20） 
12 才以下 

男子 伊藤 雄哉 チームＺＩＰ 山中 恭兵 ロイヤルＳＣＴＡ 

  女子 幸田 涼音 荏原 SSC 伊藤 佑寧 荏原 SSC 

第３回 
14 才以下 

男子 坂田 悠生 志津 TC 永田 和輝 小田急藤沢 TG 

2009 年 女子 竹内 智美 荏原 SSC 内田 帆乃佳 ロイヤルパーク TC 

（平成 21） 
12 才以下 

男子 野内 健之介 志津 TC 種市 竜也 きさらづアウル TC 

  女子 岩井 真優 
KEN'S NAGATSUKA 

TA 
木村 有希 荏原 SSC 

第４回 
14 才以下 

男子 倉島 大志 ＪＳＳ 米田 崇人 チーム ZIP 

2010 年 女子 松本 絵美 ビック K 鈴木 葵 ＴＴＣ 

（平成 22） 
12 才以下 

男子 渡邊 朋輝 BASIS 河野 幹 TTC 

  女子 望月 菜々子 Y.S.C 松田 美咲 F テニス 

第５回 
14 才以下 

男子 渡辺 大良 ｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 齋藤 優 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ 

2011 年 女子 木村 有希 荏原 SSC 加藤 慧 緑ｹ丘ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 

（平成 23） 
12 才以下 

男子 福島 逸斗 F ﾃﾆｽ 雲木 航太 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ 

  女子 山口 芽衣 F ﾃﾆｽ 遠藤 由香莉 ｴﾝﾄﾞｳﾃﾆｽｽｸｰﾙ 

第６回 
14 才以下 

男子 竹倉 貴大 向島中学校 有泉 智寛 荏原 SSC 

2012 年 女子 矢間 美帆 桜田倶楽部 中谷 彩 ｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

（平成 24） 
12 才以下 

男子 守屋 達貴 YSC 田中 瑛大 荏原 SSC 

  女子 松田 望愛 昭和の森ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ 溝口 英蘭 ｼﾞｭﾝﾚｵﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

第７回 
14 才以下 

男子 松川 陽也 金町ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ TA 西谷 宥祐 狛江ｲﾝﾄﾞｱｼﾞｭﾆｱ ATP ﾁｰﾑ 

2013 年 女子 米山 侑里 BEAT TENNIS CLUB 浮田 侑奈 ｾｻﾐ 

（平成 25） 
12 才以下 

男子 藤岡 凌大 荏原 SSC 鹿川 夏生 HILLS K-NAGATSUKA TA 

  女子 南口 亜美 大島ﾌﾗﾜｰﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 牛島 美咲 荏原 SSC 

第８回 
14 才以下 

男子 福島 琉汰 KION 千葉 藤岡 凌大 荏原ＳＳＣ 

2014 年 女子 狐塚 理子 エスト TC 浅賀 遥 荏原ＳＳＣ 

（平成 26） 
12 才以下 

男子 小澤 夏輝 TENNIS SUNRISE 片岡 璃皇 狛江ｲﾝﾄﾞｱ ATP ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ 

  女子 大沼 愛弥 TEAM YUKA 佐々木 成子 ISHII TENNIS CADEMY 

第９回 
14 才以下 

男子 山口 駿 NJTC 中村 隼 むさしの村 TC 

2015 年 女子 魚住 蘭 葉山テニスクラブ 金子 さら紗 たちかわ JTA 

（平成 27） 
12 才以下 

男子 鹿川 湧生 HILLS K-Nagatsuka TA 松崎 稜太朗 KCJTA 

  女子 早重 果波 あじさいインドア TS 笠原 恵美 町田ローン TC 

第１０回 
14 才以下 

男子 庄子 大慎 IHSM 綾瀬 竹井 海樹徒 PCA ジュニア TA 

2016 年 女子 近藤 佳怜 トータル TA 望月 優衣 ｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

（平成 28） 
12 才以下 

男子 井實 優斗 慶應赤城アカデミー 関口 恒 SSA レニックス 

  女子 外池 明梨 BEAT TENNIS CLUB 若杉 沙羅 VIP TA 

 

 
 
 



第１１回 14 才以下 男子 中台 凱翔 ﾙﾈｻﾝｽ鷹之台ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 笹本 紀吾 小田急はたのﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 

2017 年 女子 平田 葵 八王子ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 青木 舞帆 桜田倶楽部 

（平成 29） 12 才以下 男子 萱沼 慶太 ミナミﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 上方 拓真 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

  女子 大久保 まこ F ﾃﾆｽ 熊谷 帆夏 荏原 SSC 

第１2 回 14 才以下 男子 山本 律 ﾄｰﾀﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 菅沼 慶太 ミナミﾃﾆｽクラブ 

2018 年 女子 米山 夏果 ISHII TA 若杉 沙羅 VIP TENNIS ACADEMY 

（平成 30） 12 才以下 男子 小島 凜 桜田倶楽部 高橋 光 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 

  女子 山倉 実桜 ｳｲﾆﾝｸﾞｼｮｯﾄ 鹿島 璃子 YSC 

第１3 回 14 才以下 男子 松岡 輝 Ampersand Tennis 永井 優輝 湘南ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌ 

2019 年 女子 田中 舞璃花 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌ 永井 花 ﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅﾃﾆｽｽｸｰﾙ 

（令和 1） 12 才以下 男子 杉本 一樹 荏原 SSC ユリツァ 志門 ｺｰﾄﾋﾟｱ大泉ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

  女子 百田 優季 桜田倶楽部 遠藤 寛果 ｴﾝﾄﾞｳﾃﾆｽｽｸｰﾙ 

第１4 回 14 才以下 男子     中止       

2020 年 女子     中止       

（令和 2） 12 才以下 男子     中止       

  女子     中止       

第１５回 14 才以下 男子     中止       

2021 年 女子     中止       

（令和 3） 12 才以下 男子     中止       

  女子     中止       

第１６回 14 才以下 男子             

2022 年 女子             

（令和 4） 12 才以下 男子             

  女子             

 


