
F SF QF ２R １R １R ２R ３R QF SF F
髙栁　優介 萩丘ＴＣ 小５

木村　夏己 萩丘ＴＣ 小５

太田　理貴 ＷｉｓｈＴＣ 小４ 63
大杉　真矢 ＷｉｓｈＴＣ 小３

権田　笑奈 佐鳴台ＬＴＣ 小４ 75
稲垣　寧音 佐鳴台ＬＴＣ 小４

62 大西　洋平 ＷｉｓｈＴＣ 小３ 62
石橋　尚之 ＷｉｓｈＴＣ 小３

鈴木　遥斗 佐鳴台ＬＴＣ 小５ 61
丹羽　航大 佐鳴台ＬＴＣ 小４

62 鈴木　健太 リューＴＡ 小５ 61
武智　俊哉 リューＴＡ 小５

木村　真希 浜松グリーン 小６ 63
鈴木　真衣 浜松グリーン 小５

75 生熊　建人 佐鳴台ＬＴＣ 小６ 76(3)
二宮　功至 佐鳴台ＬＴＣ 小５

鈴木　朝日 ＮＷＴＣ 小４ 60
熊田　玲央 ＮＷＴＣ 小４

75 太田　仁 ＷｉｓｈＴＣ 小４ 61
小林　孝多 ＷｉｓｈＴＣ 小３

中村　隆文 佐鳴台ＬＴＣ 小２ 63
稲垣　快音 佐鳴台ＬＴＣ 小２

61 吉廣　颯 リューＴＡ 小３ 61
マクミラン ルーク リューＴＡ 小３

長葭　夢乃 佐鳴台ＬＴＣ 小５ 76(5)
髙見　菜摘子 佐鳴台ＬＴＣ 小５

63 大橋　野乃 浜松グリーン 小６ 64
河合　星奈 浜松グリーン 小６

渡邊　貴子 ドリームＴＡ 小６ 63
渡邊　和子 ドリームＴＡ 小６

村松　拓歩 ブレスガーデン 小６

高見　宗汰 ブレスガーデン 小６

水野　結子 ＮＷＴＣ 小２ 62
水野　頼子 ＮＷＴＣ 小２

63 小城　舞依 浜松グリーン 小５ 60
紅屋　伽凪 浜松グリーン 小４

森　雅文 佐鳴台ＬＴＣ 小４ 75
江間　圭市 佐鳴台ＬＴＣ 小４

60 小池　真優 ＷｉｓｈＴＣ 小５ 63
森川　瞳 ＷｉｓｈＴＣ 小４

後藤　星 聖隷TS 小６ 61
内山　みどり 聖隷TS 小５

61 河村　健登 ＮＷＴＣ 小３ 62
鈴木　晟斗 ＮＷＴＣ 小４

鈴木　千景 ＷｉｓｈＴＣ 小５ 63
川島　華月 ＷｉｓｈＴＣ 小５

62 蓮川　俊介 佐鳴台ＬＴＣ 小６ 62
雪島　拓斗 佐鳴台ＬＴＣ 小５

伊藤　愛優里 ＮＷＴＣ 小４ 64
大場　愛美 ＮＷＴＣ 小３

61 木村　浩己 萩丘ＴＣ 小３ 64
髙栁　温志 萩丘ＴＣ 小３

松下　元紀 浜松グリーン 小４ 63
松永　貫成 浜松グリーン 小５

61 森　仁美 フローレス浜松 小４ 60
賀茂　由莉 フローレス浜松 小４

今井田　光流 萩丘ＴＣ 小６ 60
佐々木　章伍 萩丘ＴＣ 小５

64 中村　晃大 佐鳴台ＬＴＣ 小５ 61
伊藤　正貴 佐鳴台ＬＴＣ 小６

松本　安耶子 ＷｉｓｈＴＣ 小５ 60
堀内　理彩 ＷｉｓｈＴＣ 小５

髙栁　優介 萩丘ＴＣ 小５

木村　夏己 萩丘ＴＣ 小５

鈴木　千景 ＷｉｓｈＴＣ 小５
川島　華月 ＷｉｓｈＴＣ 小５

＜三位決定戦＞
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遠州小中学生　月例テニス大会　１２月大会　　　男女合同ダブルス
≪ Ｈ２３．１２/１０（土） ： 亀崎テニスコート ≫

【小学生の部】≪コンソレーション≫ ≪本戦≫


