
２０２２年８月１３日（土）～１６日（火）

(予備日：8月17日）

主催 小田原テニス協会

http://www.odawara-ta.org/

後援 小田原市体育協会
南足柄市

協賛 （株）ダンロップスポーツマーケティング

ラケットや

（注）新型コロナウイルスの状況により、いかなるタイミングでも中止になる場合があります。
中止や延期の連絡は、小田原テニス協会HPにてアナウンスしますのでご確認ください。

第1８回 
 

小田原ジュニアテニス選手権（単） 



大会委員長 八田　迪男

大会副委員長 鈴木　武夫 岸本　匡美

大会顧問 岸本　正彦

ト－ナメントディレクタ－ 岩本　良則

レフェリー 田中　邦男

アシスタントレフェリー 高尾　俊之 小橋　創一 佐藤　琢也

役　員 杉山　正洋 日比野　徹 浅野　薫 米澤　孝男 所　眞人

林田　厚子 手島　和子 鳥海　道江 山﨑　和真 太田満里子

福地　智典 横山　裕 内田　明男 五十田智丈 草山　知美

池田　淳 野口　俊宏 小石川淳子 若月　敦子 佐々木　浩

三根 英裕 高橋　進

小田原オープンベテランテニス選手権大会 3月

小田原テニス選手権大会（複） 5月

小田原テニス選手権大会（混合） 7月

○ 小田原ジュニアテニス選手権大会（単） 8月

小田原サマーオープンダブルス大会 8月 オープン（ベテランの部は、JOP大会）

小田原テニス選手権大会（単） 10月

小田原親睦シニアダブルステニス大会 12月又は１月

協会加盟団体員及び　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　在住／在勤／在学

協会加盟団体員及び　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　在住／在勤／在学（西湘地区）

協会加盟団体員　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　（ベテランの部は、JOP大会）

協会加盟団体員及び　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　在住／在勤（ペアは当日決定）

 大会役員

 小田原テニス協会主催大会

大会 日程（年によって多少変動します）

オープン（ベテランJOP大会）

協会加盟団体員及び　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　在住／在勤／在学



１． 選手は日程表提示時刻の１０分前までに試合に入れる状態で本部に出席を届けてください。

日程表提示時刻までに届け出のない場合は棄権とします。

２． 雨天でもコート不良等でない限り、試合を行います。

３． 試合方式は、
・予選リーグ（３人以上／リーグ）：６ゲーム１セットマッチ（６－６でタイブレーク）
・予選リーグ（２人／リーグ）：８ゲームプロセット（８－８でタイブレーク）
・予選リーグ順位決定方法
　①．ブロック内順位は完了試合の多い者を上位とします
　②．対戦の「勝率(勝ち試合数／全試合数）」で決定します。
　③．２人の勝率が同じ場合は「対戦での勝利」で決定します。
　④．３人以上の勝率が同じ場合は「得ｹﾞｰﾑ率」で決定します。
　④-2．「得ｹﾞｰﾑ率」が同じ場合は、抽選で決定します。
・本戦準決勝まで：６ゲーム１セットマッチ（６－６でタイブレーク）
・本戦が３人/リーグの場合：６ゲーム１セットマッチ（６－６でタイブレーク）
・決勝戦：８ゲームプロセット（８－８でタイブレーク）。
・全試合ノーアドバンテージ・スコアリング方式を採用します。
ただし、雨天または当日の欠場者によって、試合方法、組合せを変更する場合があります。

４． 全試合セルフジャッジにて行います。但し決勝はＳＣＵが付く場合があります。
サーバーはゲーム開始時のゲームカウント、サーブ前のポイントカウントをしっかりコールし
レシーバーの確認を確実にとり混乱のないよう進めてください。
なお、ロービングアンパイアが巡回し、選手の不正確な判定をオーバールール、および
フットフォールトのコールなどを実施します。（コートサイドに入りますので承知おきください。）

５． 試合球（ダンロップフォート・イエロー）を本部で貸与します。試合前に選手をお呼びし、スコアシートとともに
お渡ししますので、本部からの呼び出しが聞こえる範囲で待機してください。
試合後、予選リーグは全員、本戦は勝者と敗者は
一緒に本部まで結果（スコアシート）とボールを届けてください。

６． 試合前のウォームアップはサービス８本（右サイド、左サイド、それぞれ４本ずつ）とします。

７． ウエアはテニスウエアを着用のこと。
（ウエアのロゴについての制限は行いません）

８． 試合中、選手にコーチング、アドバイスすることは禁止です。違反した場合失格となる場合があります。

９． 上記以外の競技ルールは、日本テニス協会テニスルールブック２０２２に準拠します。

１０． テニスコート内は、テニスシューズ以外では立ち入り禁止です。

１１． ゴミは各自で責任を持ってお持ち帰りください。（帰るとき、もう一度確認してください。）
（ご家族、応援の方へ：テニスガーデンでは喫煙指定場所以外は禁煙ですので、ご注意ください。）

１２． 会場の駐車スペースが不足していますのでご注意ください。

テニスガーデン内駐車場は、８：３０までは使用できません。

駐車場が開くまで道路で待機することは厳禁です。
８：３０以前、およびテニスガーデン内駐車場が満杯の場合は道路を隔てたP3駐車場をご利用ください。
テニスガーデン周辺道路には絶対に駐車しないこと。

１３． 選手はレフェリー、大会本部、ロービングアンパイアの指示に従ってください。

１４． 日程を変更する場合がありますので次の試合の予定はHPでご確認ください。

緊急連絡先

Email：taikai-info@odawara-ta.org　（岩本）
TEL:080-3407-1880(テニス協会専用：岩本良則)

・試合のコート内に、必ずスポーツドリンクなど塩分を含んだ飲み物を持って入り、
　コートチェンジの際には必ず飲むようにしてください。
　水だけの場合、汗とともに塩分が失われて、ナトリウム欠乏症になる場合があります。
・また、体を冷やすための氷を持ち込んで、コートチェンジの際に頭・首・足などを
　冷やすことを推奨します。
・頭を高熱から守るために帽子をかぶることも推奨します。

注意事項

熱中症予防



新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い

(1)２週間前から当日までに以下に該当する方は自主的に参加を見合わせてください。

　会場で以下に該当する事が判明した場合は、試合に出場せず会場から速やかに退出してください。

・咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状がある方

・だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がある方

・嗅覚や味覚の異常を感じる方

・体が重く感じる、疲れやすい等の症状のある方

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある同居家族や身近な知人に

　感染が疑われる方がいる場合

・過去１４日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国・地域

　等への渡航、または当該在住者との濃厚接触がある方

・その他新型コロナウイルス感染可能の症状がある方

(2)大会に参加する方は当日「参加者確認票」に自宅で記入・検温し受付に提出してください。

勝ち上がった場合、参加受付時に自宅で朝検温した結果を口頭で報告してください）

　　提出いただけない場合には参加をお断りします。

(3)大会会場では以下の事項を遵守してください。

　システムに登録してください

(4)試合中は以下の事項を遵守してください。

　息苦しさを感じたらすぐに外してください

(5)開催日後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合、あるいは発症した方の

　　濃厚接触者であることが判明した場合には、大会事務局まで速やかに報告してください。

(6)今後の感染拡大等により、大会開始後でも大会中止となる場合があることをご承知おきください。

　　その場合には開始済の種目については参加費の返金は行わないことを基本方針とします。



以下を自宅で記入・検温し、参加する初日に受付まで提出してください。

勝ち上がった場合、自宅で検温し参加受付時に口頭で報告してください。

１． 参加日  ２０２２年　８月　　　　日

２． 大会名 　小田原ジュニアテニス選手権大会

会場 小田原テニスガ－デン

３． 氏名 年齢

住所

電話番号

４． 参加当日の体温 ℃

５． ２週間前から参加当日までの間に以下の有無をチェックをしてください。

ひとつでも「有」がある方は、参加を見合わせていただきますようお願いいたします。

平熱を超える発熱

咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

嗅覚や味覚の異常

体が重く感じる、疲れやすい等

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

過去１４日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表さ

れている国・地域等への渡航、又は当該在住者との濃厚接触がある

その他気になる症状がある場合は具体的にお書きください

個人情報は、新型コロナウイルスの感染拡大防止以外の目的には使用いたしません。

本紙は大会終了２週間経過後にシュレッダ－にかけて廃棄いたします。

□有　□無

□有　□無

□有　□無

□有　□無

□有　□無

□有　□無

参 加 者 確 認 票

才

□有　□無

□有　□無

□有　□無



８／１３（土） ８／１４(日） ８／１５（月） ８／１６（火） ８／１７（水）

小田原テニスガーデン 小田原テニスガーデン 小田原テニスガーデン 小田原テニスガーデン 小田原テニスガーデン

８面 １６面 ８面(+予備５面) ５面(+予備３面) ８面

男子１８才以下 　１１：００　予選　１～４ブロック
　１０：２０　本戦　１R
　　以降　　本戦　F

予備日

男子１６才以下 　　９：００　予選　１～５ブロック
　　９：４０　本戦　１R
　１１：００　本戦　SF

　　　９：００　本戦　Ｆ 予備日

男子１４才以下 　１１：００　予選　１～７ブロック
　　９：４０　本戦　１R
　　以降　　本戦　SF

　　　９：００　本戦　Ｆ 予備日

男子１２才以下
　　９：１５　予選　１～４ブロック
　１１：１５　予選　５～８ブロック

　　９：１５　予選　１～２ブロック
　１２：４０　予選　３～８ブロック

　　９：００　本戦　１Ｒ
　　以降　　本戦　SＦ

　　　９：００　本戦　Ｆ 予備日

女子１８才以下 　１１：１５　決勝リーグ　１～３ 　１０：２０　決勝リーグ １～３ 予備日 予備日

女子１６才以下 　１１：００　予選　１～３ブロック 　９：４０　決勝リーグ　１～３ 予備日 予備日

女子１４才以下 　１２：４０　予選　１～４ブロック
　１０：２０　本戦　１R
　　以降　　本戦　F

予備日 予備日

女子１２才以下 　　９：１５　予選　１～８ブロック
　　９：００　本戦　１Ｒ
　　以降　　本戦　SF

　　　９：００　本戦　Ｆ 予備日

日  程  表   8/13修正版 

雨天中止 



男子18才以下シングルス 参加数(13：予選13－本戦0)

SF F

予選 　(　)　

1

2

3

4

予選 　(　)　

予選 　(　)　

予選 　(　)　

男子１８才以下(13)　予選リーグ（４ブロック）

１．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 相原　一太 (BEAT TENNIS CLUB)

-2 渋谷　幸之介 (小田原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

-3 栁田  琢磨 (西湘高校)

２ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 関口　秀 (BEAT TENNIS CLUB)

-2 伊藤  嵩 (西湘高校)

-3 草野　瑠偉 (神奈中テニススクール)

３ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 細田  拓弥 (西湘高校)

-2 熊澤　柊哉 (一般市民)

-3 小泉  和輝 (西湘高校)

４ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 福井　咲哉 (足柄ローンテニスクラブ)

-2 廣瀬  生弥 (西湘高校)

-3 内山  涼介 (西湘高校)

-4 寺屋　志恒 (開成グリーンテニスクラブ)



男子１６才以下（１７名）　予選リーグ（７ブロック）

１．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 井上  和寿 (西湘高校)

-2 吉田　直弘 (富士見テニスクラブ)

-3 大沼　武琉 (神奈中テニススクール)

２ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 小川　由莉 (開成グリーンテニスクラブ)

-2 菊地  司穏 (西湘高校)

-3 重田　航志 (一般市民)

３ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 鈴木  煌平 (西湘高校)

-2 加藤　明希 (神奈中テニススクール)

-3 渡辺  涼介 (西湘高校)

４ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 遠藤　駿斗 (平塚江南高等学校)

-2 仲亀  皇志 (西湘高校)

-3 松橋  一輝 (西湘高校)

５ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 高倉  佑朔 (西湘高校)

-2 藤原　日向 (神奈中テニススクール)

-3 松橋  大輝 (西湘高校)

男子16才以下シングルス 参加数（１７：予選１５－本戦２）

１Ｒ ＳF F

シード順位
① 永井　羚　(オレンジヒルテニスクラブ)　
② 秋元　佑馬　(BEAT TENNIS CLUB)　

6

1

2

3 予選

予選

　

4

5

永井　羚 　(オレンジヒルテニスクラブ)　

bye 　

予選 　

予選 　

7

秋元　佑馬 　(BEAT TENNIS CLUB)　

予選 　

8

　



男子14才以下シングルス 参加数（２２：予選２１－本戦１）

１Ｒ SF F

① 志澤　朔弥　(BEAT TENNIS CLUB)　
② 予選　

7 予選 　

8 予選 　

5 予選 　

6 予選 　

3 予選 　

4 予選 　

1 志澤　朔弥 　(BEAT TENNIS CLUB)　

2 予選 　

男子１４才以下（22名）　予選リーグ（7ブロック）

１．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 瀬戸　爽輔 (開成グリーンテニスクラブ)

-2 工藤　大英 (神奈中テニススクール)

-3 粟井　俊貴 (Ｔｅａｍ　Ｍ)

２ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 八田　祐輝 (足柄ローンテニスクラブ)

-2 天野　海翔 (小田原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

-3 中島　遼翔 (神奈中テニススクール)

３ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 北原　柚希 (BEAT TENNIS CLUB)

-2 池内　佑騎 (オレンジヒルテニスクラブ)

-3 友部　颯良 (神奈中テニススクール)

４ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 笠利　理人 (神奈中テニススクール)

-2 蘆田　悠翔 (栄光学園中学校)

-3 福岡　涼平 (神奈中テニススクール)

５ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 青木　優眞 (開成グリーンテニスクラブ)

-2 杉澤　明希 (神奈中テニススクール)

-3 古田　朋也 (小田原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

６ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 曽和　叶多 (神奈中テニススクール)

-2 石合　渚 (小田原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

-3 野田　朔 (泉中学校)

７ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 福田　智也 (神奈中テニススクール)

-2 安池　奏翔 (小田原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

-3 石倉　駿大 (神奈中テニススクール)



男子１２才以下　予選リーグ（８ブロック）

１ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 久保田　陽翔 (神奈中テニススクール)

-2 松舘　光志朗 (Ｔｅａｍ　Ｍ)

-3 森上　賢信 (BEAT TENNIS CLUB)

-4 永山　諒 (開成グリーンテニスクラブ)

２ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 田村　陸翔 (BEAT TENNIS CLUB)

-2 中島　悠誠 (神奈中テニススクール)

-3 沢屋敷　琉太 (小田原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

-4 平林　憲悟 (開成グリーンテニスクラブ)

３ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 蘆田　健翔 (開成グリーンテニスクラブ)

-2 山本　愛斗 (神奈中テニススクール)

-3 守時　琢磨 (開成グリーンテニスクラブ)

-4 森上　壮馬 (BEAT TENNIS CLUB)

４ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 福田　悠人 (BEAT TENNIS CLUB)

-2 横山　智 (開成グリーンテニスクラブ)

-3 西中　馨吾 (神奈中テニススクール)

-4 植地　凌也 (開成グリーンテニスクラブ)

５ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 鈴木　雄大 (開成グリーンテニスクラブ)

-2 笹岡　葵 (BEAT TENNIS CLUB)

-3 内藤　湧雲 (開成グリーンテニスクラブ)

-4 福住　颯隼 (神奈中テニススクール)

６ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 菊池　翔瑛 (神奈中テニススクール)

-2 羽切　康太 (開成グリーンテニスクラブ)

-3 武井　陽汰 (BEAT TENNIS CLUB)

-4 大野　智裕 (開成グリーンテニスクラブ)

７ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 平林　遥真 (開成グリーンテニスクラブ)

-2 島村　航平 (小田原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

-3 千葉　絢仁 (開成グリーンテニスクラブ)

-4 金川　隆哉 (神奈中テニススクール)

８ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 宮崎　琉世 (神奈中テニススクール)

-2 植田　信吾 (開成グリーンテニスクラブ)

-3 鈴木　駿介 (小田原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾆｽｽｸｰﾙ)



男子12才以下シングルス 参加数(３1：予選３1－本戦0)

1R ＳF F

1 予選 　()　

2 予選 　

3 予選 　

4 予選 　

5 予選 　()　

6 予選 　

7 予選 　

8 予選 　



1

女子１８才以下　決勝リーグ（１ブロック）

氏名 所属 -1 -2 -3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 森嶌　園 (神奈中テニススクール)

-2 浅井　珠宝 (ジョッキ－ズ)

-3 栗原　若菜 (函嶺白百合学園)



女子１６才以下　予選リーグ（３ブロック）

１．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 下河内　遥 (一般市民)

-2 木村　心紀 (一般市民)

-3 谷中　咲里愛 (函嶺白百合学園)

２ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 関野　愛子 (秦野高等学校)

-2 森本　茉絢 (函嶺白百合学園)

-3 塩田 祐香 (西湘高校)

３ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 菅野　愛渚 (Ｔｅａｍ　Ｍ)

-2 伊藤　藍 (函嶺白百合学園)

-3 金川　絢香 (神奈中テニススクール)

-4 高橋 ｻｼｬﾛﾃﾞｨｶ (函嶺白百合学園)

女子１６才以下　決勝リーグ

氏名 所属 -1 -2 -3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 　 (　)

-2 　 (　)

-3 　 (　)



女子１４才以下　予選リーグ（４ブロック）

１．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 増田　未来 (ジョッキ－ズ)

-2 堂後　美羽 (小田原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

-3 岩満　唯香 (神奈中テニススクール)

２ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 市川　結月 (開成グリーンテニスクラブ)

-2 内田　優衣 (神奈中テニススクール)

-3 稲毛　まかな (函嶺白百合学園)

３ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 福田　莉緒 (BEAT TENNIS CLUB)

-2 菊池　可憐 (神奈中テニススクール)

-3 熊谷　彩香 (神奈中テニススクール)

-4 小野　友楓 (函嶺白百合学園)

４ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 相原　百花 (BEAT TENNIS CLUB)

-2 長町　璃愛 (エンドウテニススク－ル)

-3 浅野　まりあ (函嶺白百合学園)

-4 青柳　結惟奈 (神奈中テニススクール)

女子14才以下シングルス 参加数(１０：予選１０－本戦0)

SF F

4 予選 　

1

2

予選 　3

予選 　

予選 　



女子１２才以下　予選リーグ（８ブロック）

１ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 福田　柚花 (Ｔｅａｍ　Ｍ)

-2 川口　真衣 (BEAT TENNIS CLUB)

-3 吉田　心花 (開成グリーンテニスクラブ)

２ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 北原　瑞季 (BEAT TENNIS CLUB)

-2 石田　小春 (神奈中テニススクール)

-3 中田　陽菜子 (開成グリーンテニスクラブ)

３ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 山口　遥陽 (Ｔｅａｍ　Ｍ)

-2 古屋　真歩 (足柄ローンテニスクラブ)

-3 露木　咲心 (開成グリーンテニスクラブ)

４ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 箭子　南 (Ｔｅａｍ　Ｍ)

-2 中臺　美涼 (エンドウテニススク－ル)

-3 西中　杏 (神奈中テニススクール)

５ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 福田　小春 (Ｔｅａｍ　Ｍ)

-2 遠藤　佳歩 (開成グリーンテニスクラブ)

-3 天野　夢月 (小田原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

６ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 長谷部　彩 (Ｔｅａｍ　Ｍ)

-2 佐藤　あおば (開成グリーンテニスクラブ)

-3 前嶋　咲帆 (エンドウテニススク－ル)

７ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 龍岡　実怜 (Ｔｅａｍ　Ｍ)

-2 及川　紗穂 (開成グリーンテニスクラブ)

-3 宮下　真澄 (富士見テニスクラブ)

８ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 福田　日和 (Ｔｅａｍ　Ｍ)

-2 黒田　夏央 (神奈中テニススクール)

-3 小川　知夏 (開成グリーンテニスクラブ)

-4 長谷部　千佳 (Ｔｅａｍ　Ｍ)



女子12才以下シングルス 参加数(25：予選25－本戦０)

1R SＦ F

5

6

予選 　

予選 　

　

予選 　

7

8

予選

予選 　

予選 　

1

2

3

4

予選 　

予選 　



小田原ジュニアテニス選手権(第１回～）歴代優勝者
小田原テニス協会

男子１８才以下 男子１６才以下 男子１４才以下 男子１２才以下

参加男子数 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属

第１回 平成１７年 122名 39 湯山　祐介 (BEAT TC) 39 井浜究一郎 （Team M) 16 竹内　健人 (開成ｸﾞﾘｰﾝ） 28 澤口　貴則 (BEAT TC)

第２回 平成１８年 107名 29 広瀬　暁巳 (湘光中学) 25 富川　昴 (BEAT TC) 17 萩原　水月 （富士見TC） 36 高橋　望史 (開成ｸﾞﾘｰﾝ)

第３回 平成１９年 131名 33 江崎　拓真 (ﾗﾒｰﾙTS) 38 栗田　尚弥 (開成ｸﾞﾘｰﾝ) 20 成田　翔真 （神奈中TS） 40 諸星　達也 (開成ｸﾞﾘｰﾝ)

第４回 平成２０年 146名 24 成田　翔真 （神奈中TS） 58 稗田　啓樹 （富士見TC） 18 原　淑貴 （相洋中） 46 須藤　佑 (BEAT TC)

第５回 平成２１年 180名 58 萩原　水月 （富士見TC） 47 原　淑貴 （相洋高校） 16 相原　里貴 (BEAT TC) 59 村山　恭平 (開成ｸﾞﾘｰﾝ)

第６回 平成２２年 152名 43 小石川　聖 （Team M) 37 田中　秀吾 （開成ｸﾞﾘｰﾝ） 16 村山　恭平 (開成ｸﾞﾘｰﾝ) 56 香川遼太郎 (開成ｸﾞﾘｰﾝ)

第７回 平成２３年 134名 45 上村　匠道 （神奈中TS） 24 村山　恭平 （開成ｸﾞﾘｰﾝ） 18 香川遼太郎 (開成ｸﾞﾘｰﾝ) 47 深津　斗邦 (開成ｸﾞﾘｰﾝ)

第８回 平成２４年 136名 32 稗田　啓樹 （富士見TC） 36 工藤　優太 （神奈中TS） 15 青木　涼太 (開成ｸﾞﾘｰﾝ) 53 国見　亘 (富士見小)

第９回 平成２５年 122名 37 高橋　望史 （開成ｸﾞﾘｰﾝ） 27 金本　優士 (BEAT TC) 19 国島　宇遥 (湘光中) 39 長崎　建樹 （神奈中TS）

第１０回 平成２６年 145名 41 清水　優真 （Team M) 32 関田　眞珠 （開成ｸﾞﾘｰﾝ） 20 繁田　篤人 （開成ｸﾞﾘｰﾝ） 52 越智壮一郎 (BEAT TC)

第１１回 平成２７年 176名 30 村山　恭平 （開成ｸﾞﾘｰﾝ） 43 山田　光彦 （Team M) 26 上田　晴人 （神奈中TS） 77 上田　洋人 （神奈中TS）

第１２回 平成２８年 156名 31 力石　太龍 （神奈中TS） 28 高橋　茂道 （小田原城北工業高校） 19 谷中　開人 (小TS） 78 外池　智稀 （BEAT TC）

第１３回 平成２９年 172名 25 繁田　篤人 (小田原高校) 36 谷中　開人 (小TS） 24 菱木　悠介 （富士見TC） 87 高橋　光 （神奈中TS）

第１４回 2018年 109名 22 髙橋　茂道 （小田原城北工業高校） 24 大野　翔 （神奈中TS） 15 羽倉　拓海 (BEAT TC) 48 村山　奏翔 (BEAT TC)

第１５回 2019年 108名 9 井出　諒太 （富士見TC） 22 波津　秀紀 (ジョッキ－ズ) 16 村山　奏翔 （足柄ローンTC） 61 若生　裕希 (BEAT TC)

第１６回 2020年 -

第１７回 2021年 -

コロナウイルス禍で中止

コロナウイルス禍で中止



小田原ジュニアテニス選手権(第１回～）歴代優勝者
小田原テニス協会

女子１８才以下 女子１６才以下 女子１４才以下 女子１２才以下

参加女子数 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属

第１回 平成１７年 67名 14 広瀬　彩花 (BEAT TC) 20 内藤　恵子 (開成ｸﾞﾘｰﾝ） 12 佐藤　美咲 （Team M) 21 渡辺　彩加 (ｴﾝﾄﾞｳTS)

第２回 平成１８年 73名 14 広瀬　彩花 (BEAT TC) 15 野崎あかり (BEAT TC) 13 曽我　香純 (ﾗﾒｰﾙTS) 31 露木　春奈 (開成ｸﾞﾘｰﾝ)

第３回 平成１９年 82名 7 小野寺温子 (BEAT TC) 22 江崎　朋恵 （ﾗﾒｰﾙTS） 15 安藤みゆき (ｴﾝﾄﾞｳTS) 38 渡部　瑞季 (BEAT TC)

第４回 平成２０年 84名 13 江崎　朋恵 （ﾗﾒｰﾙTS） 26 佐須　夏海 （白百合） 9 岩瀬　美波 (酒匂中） 36 大石真珠美 (BEAT TC)

第５回 平成２１年 91名 12 石川真奈美 (開成ｸﾞﾘｰﾝ) 28 露木　春奈 (開成ｸﾞﾘｰﾝ) 15 初沢　真央 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾙ) 36 國見まどか (富士見小）

第６回 平成２２年 109名 25 露木　春奈 (開成ｸﾞﾘｰﾝ) 18 岡本　奈央 （神奈中TS） 20 大林　らら （橘中) 46 遠藤由香莉 (ｴﾝﾄﾞｳTS)

第７回 平成２３年 91名 20 内倉　那月 (小田原高校) 22 久保さくら （Team M） 15 露木恵里奈 (ｴﾝﾄﾞｳTS) 34 小出　涼音 （神奈中TS）

第８回 平成２４年 84名 13 河野　真波 （Team M） 26 長谷川莉緒 (BEAT TC) 11 米山　侑里 (BEAT TC) 34 遠藤由香莉 (ｴﾝﾄﾞｳTS)

第９回 平成２５年 98名 26 長谷川莉緒 (BEAT TC) 17 米山　侑里 (BEAT TC) 17 安藤　沙衣 (開成ｸﾞﾘｰﾝ) 38 林　夏摘 (BEAT TC)

第１０回 平成２６年 90名 16 横山理紗子 （神奈中TS） 16 三井　彩椰 (平塚学園） 17 越智菜々穂 (BEAT TC) 41 ｻｯﾊﾞ　ﾅﾕﾏ (BEAT TC)

第１１回 平成２７年 109名 12 三井　彩椰 (平塚学園） 32 大島　彩華 (BEAT TC) 16 橋場さつき （神奈中TS） 49 梅本　愛珠 (BEAT TC)

第１２回 平成２８年 86名 11 平田　芽生 （神奈中TS） 21 外池　明梨 （BEAT TC） 14 椎名　萌花 （神奈中TS） 40 加藤穂乃実 （TeamM）

第１３回 平成２９年 83名 15 新垣　結菜 （神奈中TS） 16 麻生　留衣 (大磯高校) 13 加藤穂乃実 （TeamM） 39 松井七乃花 （神奈中TS）

第１４回 2018年 62名 6 サッバ ジュリア (函嶺白百合) 12 八嶋　亜未 (小田原高校) 11 松井七乃花 （神奈中TS） 33 関野愛子 (BEAT TC)

第１5回 2019年 76名 13 碓井　菜緒  (西湘高校) 16 桑原　菜緒 (小田原高校) 15 関野愛子 (BEAT TC) 32 遠藤　寛果 (ｴﾝﾄﾞｳTS)

第１６回 2020年 -

第１７回 2021年 -

コロナウイルス禍で中止

コロナウイルス禍で中止




