
平成26年度　第40回茨城県少年少女テニス選手権大会 8月22日(金)  予備日23日(土)

笠松運動公園テニスコート

男子シングルス
大塚 雄貴① (茨城)渡邉 朋輝① (霞浦) 1. 60 61 33.

渡邉 朋輝① (霞浦)
金成 孝興② (茨キ) 2. 60 64 34.

75
野口 侑馬② (茨キ)

下坂 俊裕① (霞浦) 3. w.o 63 35. 河原 紹二② (茨城)

齋藤 宇輝② (東牛) 4. 60 61 36. 小林 弘幸② (水工)

緑川 諒② (竹園) 5. 61 64 37. 宇土 晟矢① (東牛)

宇都宮 惇典② (茨城) 6. 62 62 38. 広川 大信① (茨城)

志鷹 大護① (茗溪) 7. 62 61 39. 小林 壮太① (霞浦)

河野 泰之(2) (CSJ) 8. 60 60 40. 入澤 聖② (茗溪)

福井 智也① (茨城) 9. 63 w.o 41. 山口 駿(1) (NJTC)

加藤木 塁(1) (大洗ﾋﾞｰﾁTC) 10. 75 62 42. 鳥羽 和樹① (霞浦)

飯島 光① (鹿島) 11. 62 62 43. 長塚 弘太② (茗溪)

佐藤 和貴① (茨キ) 12. 61 62 44. 岡野 正希② (中央)

藤原 大輝② (藤代) 13. 61 75 45. 宮崎 史嗣① (東牛)

黒田 健斗② (守谷) 14. 64 60 46. 原 祐介① (清真)

田 英毅② (土中) 15. 76(3) 60 47. 中山 恵介① (茗溪)

谷口 湧雅① (竹園) 16. 62 62 48. 加藤 駿太② (霞浦)

磯部 哲志② (茗溪) 17. 62 61 49. 大久保 恵将(3) (CSJ)

佐藤 温貴① (茨城) 18. 62 60 50. 鬼澤 諒介① (江学)

斉藤 康輝(3) (ﾏｽ･ｶﾞｲｱTC) 19. 64 63 51. 長友 優太② (啓明)

飛田 健斗② (佐和) 20. 60 61 52. 山﨑 竣矢② (茗溪)

島内 亮介② (海一) 21. 76(1) 60 53. 佐藤 伸吾① (霞浦)

和田 祐人① (啓明) 22. 61 61 54. 飯島 淳平① (高専)

竹原 遼① (茨城) 23. 62 61 55. 深井 樹一② (茗溪)

津曲 光② (竹園) 24. 64 76(4) 56. 遠藤 悠馬(3) (Tﾎﾟｰﾄ波崎)

横田 昂大(2) (神栖TI-Cube) 25. w.o 結果 63 57. 石井 澪② (東牛)

鈴木 海里② (竹園) 26. 75
1

渡邉 朋輝①
(霞ヶ浦高)

75 58. 坪和 優佑② (茨キ)

佐藤 悠太② (茗溪) 27. 62 63 59. 綿引 元気② (常総)

2
住谷 格生①
(水戸一高)忍田 柊也② (秀英) 28. 61 62 60. 石川 孝汰② (茨キ)

益子 賢三郎② (茨城) 29. w.o
3

津曲 光②
(竹園高)

60 61. 渡邊 陸② (清真)

岩間 亮太② (茨キ) 30. 60 61 62. 川崎 涼平② (茨キ)

3
加藤 駿太②
(霞ヶ浦高)坂本 実① (清真) 31. 60 64 63. 望月 逸平② (古二)

林 一樹(3) (神栖TI-Cube) 32. 64. 住谷 格生① (水一)
シード

1 渡邉 朋輝① (霞浦) 9～12 遠藤 悠馬(3) (Tﾎﾟｰﾄ波崎)

2 住谷 格生① (水一) 9～12 横田 昂大(2) (神栖TI-Cube)

3～4 加藤 駿太② (霞浦) 9～12 入澤 聖② (茗溪)

3～4 磯部 哲志② (茗溪) 9～12 福井 智也① (茨城)

5～8 谷口 湧雅① (竹園) 13～16 石井 澪② (東牛)

5～8 大塚 雄貴① (茨城) 13～16 津曲 光② (竹園)

5～8 大久保 恵将(3) (CSJ) 13～16 河野 泰之(2) (CSJ)

5～8 林 一樹(3) (神栖TI-Cube) 13～16 山口 駿(1) (NJTC)



13～16 栁沢 星奈②

5～8 森 日菜子② (藤代) 13～16

(東牛)

5～8 渡邊 咲希② (茗溪) 13～16 荒木田 怜那② (土一)

5～8 下高原 汐理② (啓明)

斉藤 奈輔(1) (ﾏｽ･ｶﾞｲｱTC)

5～8 高橋 由佳② (水一) 13～16 髙野 真衣② (東牛)

3～4 苅谷 紅瑠美② (東牛) 9～12 山口 澄香(2) (NJTC)

3～4 加藤木 彩② (啓明) 9～12 奥野矢 莉瑠① (東牛)

2 木村 みれい(3) (NJTC) 9～12 野村 せりな① (霞浦)

1 森田 李瑳子② (茗溪) 9～12 押野 実柚(3) (KCJTA)

63. bye

渡邊 咲希② (茗溪) 32. 64. 木村 みれい(3) (NJTC)
シード

野村 せりな①
(霞ヶ浦高)bye 31.

(水商)

平沼 明香里② (清真) 30. w.o 61 62. 椿 遼子② (水二)

3

(茨キ)

袴塚 南希② (伊奈) 29. 63
3

加藤木 彩②
(水戸啓明高)

63 61. 袖山 晴奈②

2

押野 実柚(3)
(KCJTA)

河内 梨花② (水商) 28. 61 60 60. 大宮 誠菜①
木村 みれい(3)

(NJTC)

63 58. bye

粉川 萌② (茗溪) 27. w.o

57. 栁沢 星奈② (東牛)

bye 26. 61
1

59. bye

奥野矢 莉瑠① (東牛) 25. 結果

bye

荒木田 怜那② (土一) 24. 62 61 56. 山口 澄香(2) (NJTC)

bye 23. 55.

玉木 明里② (伊奈)

bye 22. 63 60 54. 先崎 結香② (茨キ)

谷上 明① (霞浦) 21. 61 53.

高橋 聖奈② (茨キ)

堀江 美貴① (聖徳) 20. 60 62 52. 布留川 亜美① (清真)

内野 郁里② (清真) 19. 62 60 51.

高橋 由佳② (水一)

bye 18. 60 63 50. bye

加藤木 彩② (啓明) 17. 49.

bye

下高原 汐理② (啓明) 16. 64 63 48. 苅谷 紅瑠美② (東牛)

bye 15. 47.

遠藤 愛未② (伊奈)

栗栖 朋佳② (海一) 14. 60 61 46. 石井 稚子② (茨キ)

萩谷 涼菜② (桜牧) 13. 62 63 45.

bye

中山 結佳② (桜牧) 12. 64 76(5) 44. 青木 優衣① (茨キ)

竹田 夏菜② (水三) 11. 61 43.

髙野 真衣② (東牛)

bye 10. 61 76(3) 42. bye

押野 実柚(3) (KCJTA) 9. 41.

bye

斉藤 奈輔(1) (ﾏｽ･ｶﾞｲｱTC) 8. 75 63 40. 野村 せりな① (霞浦)

bye 7. 39.

先崎 楓花① (茨キ)

bye 6. 63 60 38. 竹内 若菜① (常総)

齋藤 彩② (水商) 5. 64 37.

川崎 愛心① (大成) 4. 60 64 36.

田中 笑子② (茨キ) 3. 60 61 35.
62

2. 63 61 34. bye

佐藤 あいり② (海一)

押野 実柚(3) (KCJTA)
森 日菜子② (藤代)森田 李瑳子② (茗溪) 1. 33.

柴田 あさぎ① (茨キ)

bye

平成26年度　第40回茨城県少年少女テニス選手権大会 8月22日(金)  予備日23日(土)

笠松運動公園テニスコート

女子シングルス


