
男子５年生
５位

予選 大森・土屋 とりやソフトテニスクラブ ④－２ 矢﨑・松本 茨城 美浦ジュニアソフトテニススポーツ少年団

予選 ④－３ 村田・海陸 鹿児島 垂水ジュニアソフトテニスクラブ

予選 ３－④ 岩瀬・横田 岡山 総社ジュニア

予選 ④－２ 山口・旭 山形 山形クラブ・長井スポ少

決勝Ｔ２回戦 ④－３ 福島・高田 兵庫 上郡ジュニアクラブ

３回戦 ④－１ 樹本・大﨑 神奈川 伊勢原ジュニア

準々決勝 ２－④ 伊藤・加藤 岐阜 多治見ジュニア

ベスト１６
予選 中村・滝下 内灘ジュニア・珠洲ジュニア ④－２ 佐々木・大橋 栃木 ＢＣファイターズ

予選 ④－２ 渡辺・本間 山形 レッツ中山

予選 ④－１ 山村・田中 京都 宇治ジュニアソフトテニスクラブ

予選 ④－２ 亀井・宇城 鹿児島 青葉ジュニア

決勝Ｔ２回戦 ④－２ 桜井・三瓶 東京 高松小ジュニアソフトテニスクラブ

３回戦 ３－④ 西迫・大友 岐阜 岐南ジュニアソフトテニスクラブ

予選 平野・大畑 能美ジュニア・輪島ジュニア ④－２ 天野・平賀 山梨 たけのこクラブ

予選 ０－④ 高西・糸川 三重 大台ジュニア・松阪ジュニア

予選 ④－１ 繋・木村 青森 八戸市ジュニア・中泊ジュニア

予選 ④－１ 野中・藤田 島根 松江ジュニアソフトテニススクール

２位Ｔ１回戦 ０－④ 中村・名倉 静岡 浜北ジュニアソフトテニスクラブ

予選 高山・鳥竹 穴水ソフトテニス教室 ２－④ 瀧澤・大辻 東京 藤の台ジュニア・成瀬ジュニア

予選 ０－④ 稲福・高澤 沖縄 きじょかーズ・おもろ７８

予選 ２－④ 山本・竹下 愛知 豊川クラウンジュニア

予選 ④－１ 丸山・藤原 岡山 総社ジュニア

４位Ｔ２回戦 Ｒ－④ 下田・佐藤 熊本 ユウギスポーツＪｒ



男子４年生
ベスト３２

予選 曽山・森口 とりやクラブ・七尾ジュニア ④－０ 住井・成木 岐阜 中津川ジュニアソフトテニス

予選 ④－０ 杠・松本 鳥取 黒坂ジュニア・根雨Ｊｒソフトテニスクラブ

予選 ④－１ 橋岡・吉井 千葉 いすみジュニア

予選 ④－０ 亀井・大久保 鹿児島 青葉ジュニア

決勝Ｔ２回戦 ２－④ 北野・久我 福島 西郷ジュニア

予選 大町・辻口 鵜川ソフトテニススポーツ少年団 ④－２ 新井・長田 山梨 甲府ストロング

予選 ④－３ 鬼追・染川 大阪 藤井寺ジュニア

予選 ④－０ 加賀・京野 秋田 横手市ソフトテニス連盟

予選 ２－④ 高・西田 広島 焼山ジュニアスポーツクラブソフトテニス部

２位Ｔ２回戦 ０－④ 池田・橋本 兵庫 上郡ジュニアクラブ

予選 浜田・松村 七尾ジュニアソフトテニスクラブ ④－０ 植林・川北 大阪 岸和田ジュニア

予選 ④－０ 若月・片平 栃木 ＯＳＴＡジュニアソフトテニスアカデミー

予選 ④－０ 竹村・栁田 秋田 仙北ソフトテニススポーツ少年団

予選 ２－④ 藤原・大村 岡山 倉敷ジュニア

２位Ｔ２回戦 ④－２ 上田・比楽 愛知 刈谷クラブ

④－０ 渡辺・四位 東京 池尻ジュニアソフトテニスクラブ

０－④ 髙谷・佐井 滋賀 安土スポ少

予選 辻花・立岩 河北台キッズソフトテニスクラブ ３－④ 松月・池田 三重 神内ジュニアソフトテニスクラブ

予選 ④－３ 伊東・山口 神奈川 丹沢ジュニア

予選 ④－１ 上村・松本 佐賀 唐津ジュニア

予選 ④－１ 岩田・光永 山口 徳山ジュニア

２位Ｔ２回戦 ３－④ 大年・高 広島 焼山ジュニアスポーツクラブソフトテニス部



女子５年生
ベスト３２

予選 宮村・田川 宝ジュニアソフトテニスクラブ ④－０ 松浦・河合 静岡 阿多古ソフトテニスクラブ

予選 ④－０ 森・平本 神奈川 伊勢原ジュニア

予選 ④－０ 高田・杉谷 島根 はすみスポ少・美郷スポ少

予選 ④－１ 原口・為藤 福岡 カブトの森ジュニア・からすてんぐジュニア

決勝Ｔ１回戦 ④－０ 林・江川 和歌山 日高ジュニアソフトテニスクラブ

２回戦 ３－④ 後藤・菅原 宮城 志波ＳＴスポーツ少年団

予選 田井・若林 河北台キッズソフトテニスクラブ ④－０ 小松崎・平井 東京 高松小ジュニアソフトテニスクラブ

予選 ④－３ 花尻・木和田 和歌山 新宮ソフトテニススポーツ少年団

予選 ２－④ 柿山・隈元 鹿児島 隈之城ジュニア

予選 ④－１ 竹田・高橋 秋田 八郎潟スポーツ少年団

２位Ｔ２回戦 ④－１ 柴原・金子 兵庫 瀧野ジュニアクラブ

３回戦 ④－０ 飯塚・大竹 静岡 藤園ソフトテニススポーツ少年団

準々決勝 ④－２ 羽生田・樋口 愛知 日進ジュニアテニスクラブ

準決勝 雨中止 塩路・岡 和歌山 日高ジュニアソフトテニスクラブ

予選 山崎・坂下 とりやソフトテニスクラブ ④－３ 川嶋・檜山 神奈川 秦野ジュニア

予選 ④－２ 中西・入部 奈良 奈良ＵＳＪ・ニューウインズクラブ

予選 １－④ 佐久間・斉木 千葉 よつばＳＴＣ

予選 ２－④ 植田・石田 福島 西郷ジュニア

３位Ｔ１回戦 ④－２ 上野・羽田 大阪 藤井寺ジュニア

２回戦 ④－１ 佐藤・横田 北海道 札幌西野ソフトテニス少年団

３回戦 ３－④ 河野・三浦 福岡 カブトの森ジュニア

予選 内潟・山本 河北台キッズソフトテニスクラブ ０－④ 谷水・日高 鹿児島 広木小ソフトテニス少年団

予選 ３－④ 原田・須田 福島 国見ＳＴジュニア

予選 ④－２ 神川・宮本 広島 三良坂町スポ少・原スポ少

予選 ④－２ 池田・海老根 栃木 ＢＣファイターズ

４位Ｔ２回戦 ３－④ 工藤・田中 北海道 大麻ソフトテニス少年団



女子４年生以下
ベスト３２

予選 北本・高松 能美ジュニアクラブ ④－０ 出村・志賀 北海道 野幌ソフトテニス少年団

予選 ④－３ 佐藤・神田 東京 成瀬ジュニアソフトテニスクラブ

予選 ④－０ 時吉・甲斐 福岡 下山門ジュニア

予選 ④－２ 菊地・中川 山形 米沢ジュニア・漆山スポ少

決勝Ｔ２回戦 １－④ 岡野・岡野 広島 因島ＪＳＴ

ベスト３２
予選 牧・中田 鵜川ソフトテニススポーツ少年団 ④－２ 大橋・三好 栃木 一本松テニスクラブＪｒ

予選 ④－３ 太田・岡田 岡山 岡山Ｋｉｄｓ

予選 ④－０ 前原・河村 沖縄 坂田キッズ

予選 ④－０ 野崎・伊藤 岩手 北上ジュニア

決勝Ｔ２回戦 ３－④ 高橋・西東 埼玉 わかくさ

予選 多田・鋪村 河北台キッズソフトテニスクラブ ④－０ 志藤・羽柴 山形 寒河江ソフトテニススポーツ少年団

予選 １－④ 吉本・原田 岡山 倉敷ジュニア

予選 ④－１ 荒井・馬場 山梨 パッシングショット

予選 ④－０ 山岡・山岡 愛媛 伯方ジュニア

２位Ｔ２回戦 ２－④ 奥田・竹田 三重 鵜殿ソフトテニス少年団

予選 鍋島・清水 宝ジュニアソフトテニスクラブ ④－３ 小谷・藤原 岡山 倉敷ジュニア

④－１ 吉川・高嶺 沖縄 石垣ボレーズ

④－０ 林・米田 滋賀 蒲生スポ少

０－④ 藤原・田中 東京 稲城ジュニアソフトテニスクラブ

３位Ｔ２回戦 ２－④ 辻元・岸田 大阪 河南ＪＴＣ・堺市スポ少


