
ジュニア育成地域推進事業

主管：東京都

公益財団法人　東京都体育協会

一般財団法人　多摩市体育協会

主管：多摩市硬式庭球連盟（http://tama-tennis.com/）

運営：永山テニスクラブ

※当要項につきましては、今回は試合当日の選手への配布は行いませんので、

事前に内容をよく確認しておいて下さい。

　　【大会役員】

大会会長 ： 黒部　道夫

理事長 ： 小幡　秀雄

副会長 ： 山口　勝弘、　吉本　年男、　松本　透、　山口　鉄二男

： 両角　守、　田上　淳、　中村　嶽

実行委員長 ： 鈴木　章哲

実行委員 ： 谷本　幸二、三上　隆夫、谷本　奈穂子、三上　麗子、山口　鉄二男

： 新留　真二,　田畑　恵美子,　森久保　紀代,   谷島　博

審判員 ： 鈴木　秀人、 宮下　博明、渡辺　淳,川原田　さか江、 川本　佳菜子

※ その他永山テニスクラブ員及び多摩市硬式庭球連盟関係者

　　【会場・駐車場】

多摩東公園（オムニ） ： 多摩市諏訪4-9（駐車場有）

※駐車違反等について、連盟及び運営クラブとも対応できません。全て、自己責任で処理願います。

※新型コロナ感染防止のため、応援者の参加は控えて下さい。

親御さんをはじめ大勢の方の応援は、コロナ禍でありますので、控える様にご協力をお願いします。

2021年度（令和3年度）

多摩市硬式テニス　ジュニアシングルス大会



１）試合当日の朝は体温を検温し、37.5度以上の場合、もしくは体調がすぐれないと

感じた時は参加を見合わせて下さい。

（各会場においても受付時に体温を測らせて頂きます）

２）試合中を除いてマスクの着用をお願い致します。

３）集合時間に対し早すぎる（20分以上前）ご来場は控えて下さい。

４）試合待機時は、他の選手と２ｍ以上の距離を取り、大声での声援は控えて下さい。

５）試合開始前の集合してのルール説明は行いませんので、事前にルールをよく確認

しておいて下さい。

６）試合終了時は、対戦相手との握手は行わず、お互いに一礼するようにしましよう。

７）試合中の選手同士のタッチ等は、控えるようにしてください。

８）会場本部に消毒液を用意しますので、こまめに手の消毒や手洗いを

行うよう心掛けてください。

９）その日の試合が終了した選手は、出来るだけ早く会場を後にするようにして

ください。

＜新型コロナ感染予防についてのお願い＞

新型コロナ感染予防策として、参加する皆様には下記ルールの遵
守をお願い致します。



＜試合日程＞

※出場者は下記開始時間10分前までに会場本部に出席を届けてください。

※試合の進行状況により、開始時間通りにならない場合があります。ご理解をお願い致します。

※出場者は、集合時間までに、受付を済ませて下さい。

集合時間

8:20 8:40～ Aブロック：1～14 Aブロック：1～9

9:00 9:20～ Bブロック：15～28

10:00 10:20～ Cブロック：29～42 Bブロック：10～18

11:00 11:20～ Dブロック：43～56 Cブロック：19～27

12:00 12:00～ Eブロック：57～70 Dブロック：28～36

12:20 12:40～ Eブロック：38～45

13:00 13:20～ Fブロック：71～84

13:20 13:40～ Fブロック：46～54

14:00 14:20～ Gブロック：85～98

14:20 14:40～ Gブロック：55～63

15:00 15:20～ Hブロック：99～112

15:20 15:40～ Hブロック：64～72

8:40 9:00～ Aブロック：1～11 Aブロック：1～14

9:20 9:40～ Bブロック：12～22

10:00 10:20～ Bブロック：15～28

11:00 11:20～ Cブロック：23～33 Cブロック：29～42

11:40 12:00～ Dブロック：43～56

12:00 12:20～ Dブロック：34～44

12:40 13:00～ Eブロック：45～55

13:20 13:40～ Fブロック：56～66

13:40 14:00～ Gブロック：67～77

14:00 14:20～ Hブロック：78～88

8:40 9:00～ A,B,Cブロック：1～42 A,B,Cブロック：1～27

9:10 9:40～ D,E,Fブロック：43～84 D,E,Fブロック：28～54

9:50 10:20～ G,Hブロック：85～112 G,Hブロック：55～57 A,Bブロック：1～22

10:30 11:00～ C～Hブロック：23～88

12:30 13:00～ 全員

（注1）　表中の番号は、ドロー表に記載されている出場者名の横に書いてある番号です。

（注2）　予備日は8月22日（日）です。

（注3）　受付をしない場合は、失格とします。
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【試合方式及び注意事項等】

＜試合方式＞

(1) 予選ラウンド

① 1セット4ゲーム先取、デュース無し

② 試合前の練習は、各自サーブ4本のみとします。

(2) 決勝ラウンド

① 1セット6ゲーム先取、デュース1回。

② 試合前練習は、各自サーブ4本のみとします。

※ 天候及び試合進行状況により試合方法を変更する場合があります。

＜審判＞

(1) 全試合セルフジャッジとし、ロービングアンパイアが巡視します。

ロービングアンパイアのオーバールール及び裁定に従ってください。

＜注意事項＞

(1) 天候や試合状況等により大会運営に支障が出ると予想された場合、試合方法や時間が変更されることがあります。

その際は、主管より指示がありますので、それに従ってください。

(2) 出場者は、試合開始時間の10分前までに、各会場受付に出席を届けることとし、試合開始の最初のコールから

5分以内にコートに入らなかった場合は失格とします。

(3) 試合用ボールは、大会本部より支給します。

(4) 勝者は大会本部に結果を報告してください。同時に使用ボ-ルも返却してください。

(5) けいれん、ケガ等による試合の中断は1回限りとし、時間は 5分以内とします。

(6) 試合でのケガ等については、主催及び主管とも一切の責任を持ちません。各人の責任で処置願います。

(7) スマートフォン、携帯電話等は必ず音が鳴らない状態にしてからコート内に入ってください。

(8) 試合中以外は基本マスクを着用する。但し試合中はマスクを外すこと。

(9) 試合中の暴言、奇声、ヤジ等、スポーツマンシップに反する行為があった場合、審判より注意をいたします。

それでも従わない場合は警告を行い、最終的に失格とすることがあります。

(10)暑い時期での大会となりますので、熱中症対策、体調管理には十分注意してください。

＜天候、コート不良等による日程・時間変更など＞

(1) 天候、コート不良、日没等により、試合日程、コート、日時、試合方式を主管の判断により変更することが

あります。

(2) 会場変更・日程変更等がある場合は、多摩東公園テニスコートに掲示します。後日、多摩市硬式庭球連盟の

ホームページ（http://tama-tenｎis.com）にも掲載します。

＜その他＞

(1) 本記述以外の事柄及びルールに関しては、主催・主管及び日本テニス協会ルールによる判断とします。

(2) コロナ禍の開催のため、感染防止の対策にご協力をお願いいたします。

詳細は別紙｢新型コロナ感染防止についてのお願い｣を参照願います。

以上



主催： 東京都

公益財団法人　東京都体育協会

一般財団法人　多摩市体育協会

主管： 多摩市硬式庭球連盟

運営： 永山テニスクラブ

フリガナ フリガナ
氏名 氏名

ハセガワ　タイゾウ 　1 シード 3 シード　 タムラ　ソウ
長谷川　大蔵 田村　爽

ヨシムラ　リク タカシマ　ユウ
吉村　陸 高島 優羽

ナガヨシ　トモキ イガラシ　ヒロト
永吉　智樹 五十嵐　拓人

ミノモ　リョウタ サカモト　ハナミチ
蓑毛　亮太 坂本　花道

ヤマシタ　ハルダイ ハナイ　ケイ
山下　遥大 花井　慶

マツダ　ショウタ ヤカケ　ショウイチ
松田　尚大 矢掛　翔一

コバシリ　アツヒロ シラハタ　ハルト
小走　篤弘 白籏　陽斗

クマガイ　ユウゴ ウチダ　ワタル
熊谷　優悟 内田　渉

クボ　ジョウ ヤマダ　リュウセイ
久保　丈 山田　琉誠

スズキ　テッペイ タカシマ　ソウタ
鈴木　哲平 髙嶋　奏太

ツジ　ショウ オオニシ　タカシ
辻　翔 大西 毅

コバヤシ　ダイム オカミツ　カエデ
小林　大夢 岡光　楓

ミヤザキ　リク イトウ　ジュン
宮﨑　力駆 伊藤　潤

ミヤナベ　ユウキ ヒハラ　イブキ
宮鍋　優樹 日原　唯英

トミザワ　カズキ イシイ　レント
富澤　和輝 石井　蓮翔

ニシノソノ　シンヤ サカタ　リンタロウ
西ノ園　心哉 坂田　凛太郎

タルシマ　リクト ヨコタ　ハルキ
樽嶋 陸斗 横田　春輝

ミチヒロ　トモキ アサノ　リク
道廣　友紀 浅野　力輝

サトウ　イオリ ハギノ　ショウト
佐藤　伊織 萩野　翔斗

ヤマムラ　ハルキ アンドウ　セカイ
山村　明輝 安藤　世界

アカイケ　フウガ オオタ　リョウヘイ
赤池　風我 太田　涼平

ヤシマ　イオリ タテ　ヤマト
八島　伊織 舘　大和

ヒガシカワ　サツキ シムラ　カイト
東川　颯希 志村　海飛

タナカ　ミズキ キヨスエ　カケル
田中　瑞樹 清末　翔

カノウ　タイチ マエノ　リョウタ
狩野　泰一 前野　凌汰

カガワ　ハルヒコ オカムラ　ユウタ
香川　陽彦 岡村　悠泰

カトウ　シンヤ セキグチ　ソアラ
加藤　新也 6 シード　 関口　颯来

ツルタ オウスケ 　5 シード 7 シード　 ワタナベ　カナタ
鶴田 旺亮 渡邉　奏太

ヒラタ　クマカズ ハットリ　カンタ
平田　熊和 服部　幹大

ヤノ　トシキ トヤマ　ハル
矢野　寿起 外山　晴

セキヤ　ユウキ サカイ　コウキ
関谷 祐輝 酒井　晃虹

ミヤザキ　テッペイ アダチ　カナト
宮﨑　哲平 足立　奏斗

サトウ　シュウヤ オグラ　シオン
佐藤　秀弥 小倉　士温

キツネザキ　ナユタ イワイ　ソウタ
狐崎　那由多 岩井 草太

イケムラ　トモキ サカモト　シュンスケ

池村　智紀 坂本　隼祐

ニイノ　コウヨウ オニヅカ　シンユウ
新野　紅葉 鬼塚　心優

ウメダ　カズホ ハマナカ　ユウト
梅田　和歩 濱中　優斗

イマダ　ユウト ハマダ　ノア
今田　裕人 浜田　望史

ヤマモト　シンノスケ トシマ　ハヤト
山本　真之介 戸嶋　勇仁

キクチ　ユウト イシザカ　ヒロヤ
菊地　勇翔 石坂　大弥

イシカワ　ヨシヒロ カネコ　ハル
石川　嘉大 金子 陽

タムラ　ヒカル ヒラクエ　コウタ
田村　光 平久江　康達

タナモト　シュウタ マエハタ　ケイタ
棚元　脩太 前畑 圭汰

ヨシダ　アツキ タムラ　ケンタロウ
吉田　敦希 田村　健太郎

タカヤマ　トキオ セリザワ　ソラ
髙山　翔希郎 芹澤　蒼空

アンドウ　カンタ ヨシオカ　トモキ
安東　幹太 吉岡　友生

タニフジ　ソウタ スサキ　ユウト
谷藤　蒼太 須﨑　雄都

クニモリ　ノア サトウ　トキナ
國森　望温 佐藤　季南

タナカ　ヨウダイ オオタ　テルマサ
田中　陽大 太田　輝将

ホリタ　リュウ ノブタ　アサト
堀田　龍 信田　朝飛

ババ　ハルキ アキヤマ　ソラ
馬場　陽輝 秋山　翔

オギス　トモヤ シマダ ハルト
荻巣 頼哉 嶋田 陽太

サイトウ　シュンセイ イシイ　イクロウ
齋藤　瞬青 石井　郁郎

フカイ　リクヤ イケヤ　タクマ
深井　陸矢 　4 シード 2 シード　 池谷　拓真

2021年度（令和3年度）　多摩市硬式テニス　ジュニアシングルス大会

2021年度（令和3年度）　ジュニア育成地域推進事業

男子A   ドロー表
予選ラウンド 決勝ラウンド 予選ラウンド

7月22日（木・祝） 8月8日（日） 7月22日（木・祝） 大会予備日：8月22日（日）

1R 2R 3R 4R Q F SF 1R

予選R 決勝R No. 所属 No.

F SF Q F 4R 3R 2R

所属 決勝R 予選R

A

多
摩
東
公
園

多
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東
公
園

1 多摩ニュータウン 57 ひろせテニススクール

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

E

2 諏訪中学校 58 永山高校

3 多摩中学校 59 和田中学校

4 鶴牧中学校 60 青陵中学校

5 和田中学校 61 鶴牧中学校

8 シルキーウィンズ 64 和田中学校

9 諏訪中学校 65 鶴牧中学校

6 永山高校 62 多摩中学校

7 在住・帝京大 中学校 63 諏訪中学校

12 永山高校 68 多摩中学校

13 BYE 69 BYE

10 和田中学校 66 落合中学校

11 落合中学校 67 永山高校

14 聖ヶ丘中学 70 シルキーウィンズ
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多
摩
東
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園

多
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公
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15 和田中学校 71 ひろせテニススクール

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
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F

16 多摩センター 72 青陵中学校

17 諏訪中学校

19 シルキーウィンズ 75 多摩中学校

20 多摩中学校 76 諏訪中学校

73 聖ヶ丘中学校

18 永山高校 74 永山高校

23 聖ヶ丘中学 79 聖ヶ丘中学校

24 シルキーウィンズ 80 シルキーウィンズ

21 青陵中 77 シルキーウィンズ

22 青陵中 78 永山高校

27 在住・ 穎明館高校 83 諏訪中学校

28 永山高校 84 和田中学校

25 永山高校 81 鶴牧中学校

26 和田中学校 82 多摩中学校

C

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

29 在住：日大第三中学校 85

87

34 青陵中学校 90

鶴牧中学校

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

G

30 和田中学校 86 和田中学校

31 多摩中学校 青陵中学校

32 永山高校 88 諏訪中学校

33 シルキーウィンズ 89 鶴牧中学校

37 和田中学校 93 シルキーウィンズ

38 鶴牧中学校 94 多摩中学校

多摩中学校

35 諏訪中学校 91 永山高校

36 聖ヶ丘中学 92 諏訪中学校

41 諏訪中学校 97 和田中学校

42 多摩中学校 98 永山高校

39 シルキーウィンズ 95 鶴牧中学校

40 永山高校 96 落合中学校

D

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

43 シルキーウィンズ 99

101

48 青陵中学校 104

多摩中学校

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

H

44 BYE 100 BYE

45 鶴牧中学校 永山高校

46 和田中学校 102 諏訪中学校

47 諏訪中学校 103 聖ヶ丘中学校

51 和田中学校 107 多摩中学校

52 鶴牧中学校 108 和田中学校

和田中学校

49 多摩中学校 105 鶴牧中学校

50 多摩永山中学 106 シルキーウィンズ

55 聖ヶ丘中学 111 諏訪中学校

56 落合中学校 112 多摩センター

53 諏訪中学校 109 永山高校

54 永山高校 110 在住・町田高校

1R

予選ラウンド 決勝ラウンド 予選ラウンド
7月22日（木・祝） 8月8日（日） 7月22日（木・祝）

F SF Q F 4R 3R 2R1R 2R 3R 4R Q F SF



主催： 東京都

公益財団法人　東京都体育協会

一般財団法人　多摩市体育協会

主管： 多摩市硬式庭球連盟

運営： 永山テニスクラブ

フリガナ フリガナ
氏名 氏名

ヤマシタ　ダイチ 　1 シード 3 シード　 シンデ　カズマ
山下　大地 新出　和磨

テシマ　チアキ
手嶋　千晟

ウシジマ　アスカ ユアサ　ハルト
牛島　明日翔 湯浅　遥翔

オオタ　エミル イノウエ　カゲトラ
太田　瑛視 井上　景虎

シノダ　コウセイ イダ　カズシ
篠田　浩生 井田　一至

ナカムラ　テン ニシノ　ハルヤ
仲村　天 西野 陽哉

ウエモト　ハルト ハネ　ユウマ
上本　陽斗 羽根　優真

ホソヤ　コウタロウ ヤマダ　ハルキ
細谷　航太朗 山田　治輝

メンタ　ダイゴ タカギ　ツバサ
免田　大悟 高木　翼

サイトウ　ケイ イワブチ　コウヤ
齊藤　慶 岩渕　耕也

カネコ　ソウタ ズシ　タカネ
金子　颯汰 図子　高嶺

シブヤ　リュウ イマイ　シュント
澁谷　琉 今井　春仁

カスヤ　ビイン タベ　コウタ
粕谷　彌音 田部　航太

ズシ　ホタカ ヤマモト　タイガ
図子　穂高 山本  大雅

ウルシハラ　ハルト ヤマダ　カンタ
漆原　悠登 山田　寛大

タチバナ　ソウヒ スダ　ユキヤ
橘　惣陽 須田　行哉

イエヅカ　ユウヤ イガラシ　タカフミ
家塚　悠弥 五十嵐　貴郁

オオタ　ナナキ イノ　ヨシユキ
太田　七々騎 伊野　佳幸

クロヌマ　ケイ
黒沼　慶

エンドウ　ハルト スズキ　ダイキ
遠藤　悠 鈴木　大貴

ツブキ　カイト シノザキ　ユウ
津吹　魁人 篠崎　佑羽

カトウ　スミオ コンドウ　ユウキ
加藤　澄生 近藤　優輝

ノブタ　モエト ハツムラ　コウシロウ

信田　萌飛 初村　倖誌郎

フクシマ　ヒロト コバヤシ　カナト
福島　大翔 小林　奏音

キリュウ　テツヒロ トガシ　コウ
吉栁　徹洋 冨樫　航

ヤマカワ　ミツキ ノロ　イクト
山川　満喜 野呂　郁斗

シブタニ　ナツキ ササガワ　リュウ
渋谷　夏来 笹川　立

カミサカ　ケイタク ツブキ　アキト
上坂　恵琢 津吹　碧人

イシハラ　リキト タニワキ　カズシ
石原　璃希斗 谷脇　和志

ヒハラ　コウセイ コシゴエ　マシロ
日原　昊生 腰越　真城

サカイ　ユウト スギヤマ　ブンゴ
酒井　悠翔 杉山　文吾

ヤナギドウ　ケイヨウ マツモト　ユウキ
柳堂　敬洋 松本　優生

モロオカ　ケント クシナカマス　ユウト

師岡　健人 後仲舛　勇人

スギヤマ　ユイト 2 シード　 チカライシ カナデ
杉山　結斗 力石 和奏

2021年度（令和3年度）　多摩市硬式テニス　ジュニアシングルス大会

2021年度（令和3年度）　ジュニア育成地域推進事業

男子B　　ドロー表
予選ラウンド 決勝ラウンド 予選ラウンド

7月22日（木・祝） 8月8日（日） 7月22日（木・祝） 大会予備日：8月22日（日）

1R 2R 3R 4R QF SF 1R

予選R 決勝R No. 所属 No.

F SF QF 4R 3R 2R

所属 決勝R 予選R

A

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

1 ひろせテニススクール 37 八王子テニススクール

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

E

40 諏訪中学校

2 多摩中学校 38 BYE

3 多摩ニュータウン 39 落合中学校

4 落合中学校

和田中学校

6 シルキーウインズ 42 ひろせテニススクール

5 和田中学校 41

9 多摩中学校

43 鶴牧中学校

8 鶴牧中学校 44 シルキーウインズ

7 落合中学校

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

F

47 シルキーウインズ

48 和田中学校

45 多摩中学校

11 落合中学校

46 落合中学校10 聖ヶ丘中学校

13 和田中学校 49 諏訪中学校

14 シルキーウインズ

12 諏訪中学校

50 東寺方小学校

15 落合中学校 51 多摩中学校

16 多摩中学校

17 BYE 53 BYE

52 落合中学校

54 聖ヶ丘中学校

C

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

19 和田中学校

18 ひろせテニススクール

B

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

55 和田中学校

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

G

56 シルキーウインズ

58 諏訪中学校

20 BYE

21 諏訪中学校 57 落合中学校

22 落合中学校

59 鶴牧中学校

24 TOPインドアステージ多摩 60 聖ヶ丘中学校

23 鶴牧中学校

61 落合中学校

26 多摩中学校 62 多摩中学校

25 落合中学校

D

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

28 青陵中学校

27 シルキーウインズ

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

H

65 落合中学校

66 ひろせテニススクール

63 シルキーウインズ

29 落合中学校

64 諏訪中学校

31 ひろせテニススクール 67 和田中学校

32 聖ヶ丘中学校

30 和田中学校

68 青陵中学校

70 BYE

33 多摩中学校 69 多摩中学校

34 BYE

36 シルキーウインズ 72 西落合小学校

35 落合中学校 71 シルキーウインズ

1R

7月22日（木・祝） 8月8日（日） 7月22日（木・祝）
予選ラウンド 決勝ラウンド 予選ラウンド

F SF QF 4R 3R 2R1R 2R 3R 4R QF SF



主催： 一般財団法人　多摩市体育協会

公益財団法人　東京都体育協会

主管： 多摩市硬式庭球連盟

運営： 永山テニスクラブ

フリガナ フリガナ
氏名 氏名

ワタナベ　サクラコ 　1 シード 3～4 シード　 タカハシ　リオ
渡邉　桜心 髙橋　莉桜

ナリタ　スマイル スギヤマ　ユナ
成田　スマイル 杉山　優奈

ミヨシ　カイリ フルヤ　アイナ
三好　かいり 古屋　愛菜

ヤマサキ　メイ ヤマダ　サナ
山﨑　愛衣 山田　桜菜

モリタケ　ミホ ナガイ　ミカン
森竹　美帆 永井　蜜柑

エンドウ　サナ タカハシ　ナナ
遠藤　咲菜 髙橋　七菜

セキ　ミクル アイカワ　マリン
関　美來 相川　茉凛

スギタ　ラウラ フカワ　ミサキ
杉田　らうら 府川　心咲

アオノ　ハルナ イイムラ　メイ
青野　遥奈 飯村　芽衣

フシミ　ユカ カミヤ　チエミ
伏見　友花 神谷　チエミ

フセ　ハルナ マエハラ　ユイカ
布施　遥菜 前原　唯香

ワタナベ　ナナミ オノ　ヒオリ
渡辺　菜々海 小野　陽乙莉

ユアサ　ユズカ カワサキ　ミノリ
湯浅　柚香 川﨑　実

アライカワ　リオ ホンジョウ　サキ
洗川　璃桜 本庄　咲樹

オザワ　アヤネ スズキ　サラ
小沢　彩音 鈴木　彩良

キタガワ　ショウコ イトウ　サイハ
北川　晶子 伊藤　咲花

ヤマザキ　ホノカ
山﨑　ほのか

オオニシ　コトミ マズダ　ハルカ
大西　采弥 増田　春佳

マツモト　アオイ タマコシ　ミク
松本　葵 玉腰　美紅

シマナ　ミサト サイトウ　マナカ
島名　美里 齋藤　愛果

スケガワ　ミドリ 6 シード　 サトウ　キヨカ
助川　碧 佐藤　聖香

ハセガワ　ワコ 　5 シード キムラ　ユイア
長谷川　和胡 木村　結愛

ゴウマ　モモカ コバヤシ　リノ
郷間　ももか 小林　璃乃

ヤグチ　ユメリ ナカムラ　コハル
矢口　祐芽哩 中村　心陽

ミヤモリ　ホノカ キクチ　ミズハ
宮森　葡ノ花 菊地　瑞葉

タカハシ　アヤカ クボタ　ユイ
髙橋　彩華 久保田　祐衣

マキノ　アンリ ハシヅメ　アカリ
牧野　杏鈴 橋詰　あかり

サエグサ　リオ フタマタ　アンナ
三枝　莉緒 二股　杏奈

オマガリ　ヒナ ヤギ　モモコ
尾曲　飛凪 八木　桃子

ヤマモト　ミユ ササキ　ナツキ
山本　美結 佐々木　夏輝

タナカ　ノゾミ クボタ　マノン
田中　希望 久保田　舞音

クリハラ　アヤナ ナカジマ　ナナミ
栗原　綾奈 中島　七海

ウチダ　イトリ コムロ　ココ
内田　愛音 小室　湖子

ワクイ　ユナ ヤマネ　ユウキ
和久井　結菜 山根　有喜

サトウ　ラム イノウエ　ミウ
佐藤　来夢 井上　美海

アサダ　リンカ アサダ　ハルナ
朝田　凜香 浅田　陽菜

カキヌマ　ウタ フルサワ　サツキ
柿沼　雅楽 古澤　咲月

スギウラ　ハジメ タカハシ　ユイ
杉浦　初芽 高橋　由衣

シマダ　サキエ タカハシ　ナナ
島田　咲絵 髙橋　菜那

ヨコミゾ　ココナ ヤスイ　ハルカ
横溝　心凪 安井　遥

カミオ　セイラ コジマ　ココア
神尾　星來 　3～4 シード 2 シード　 小島　心温

2021年度（令和3年度）　多摩市硬式テニス　ジュニアシングルス大会

2021年度（令和3年度）　ジュニア育成地域推進事業

女子A　　ドロー表
予選ラウンド 決勝ラウンド 予選ラウンド

8月1日（日） 8月8日（日） 8月1日（日） 大会予備日：8月22日（日）

1R 2R 3R 4R QF SF 1R

予選R 決勝R No. 所属 No.

F SF QF 4R 3R 2R

所属 決勝R 予選R

A

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

1 鶴牧中学校 45 諏訪中学校

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

E

2 聖ヶ丘中学校 46 和田中学校

3 和田中学校 47

6 大妻多摩中学高等学校 50 大妻多摩中学高等学校

7 諏訪中学校 51 大妻多摩中学高等学校

青陵中学校

4 BYE 48 BYE

5 青陵中学校 49 鶴牧中学校

10 和田中学校 54 諏訪中学校

11 永山高等学校 55 永山高等学校

8 大妻多摩中学高等学校 52 和田中学校

9 多摩中学校 53 大妻多摩中学高等学校

鶴牧中学校

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

F

13 多摩中学校 57 和田中学校

14 落合中学校

12 大妻多摩中学高等学校 56

58

17 大妻多摩中学高等学校 61

青陵中学校

15 青陵中学校 59 永山高等学校

16 和田中学校 60 大妻多摩中学高等学校

20 諏訪中学校 64 多摩中学校

21 大妻多摩中学高等学校 65 大妻多摩中学高等学校

和田中学校

18 永山高等学校 62 BYE

19 青陵中学校 63 聖ヶ丘中学校

22 シルキーウインズ 66 落合中学校

C

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

23 ひろせテニススクール 67

B

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

諏訪中学校

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

G

24 大妻多摩中学高等学校 68 大妻多摩中学高等学校

25 青陵中学校

27 和田中学校 71 和田中学校

28 永山高等学校 72 永山高等学校

69 青陵中学校

26 BYE 70 BYE

31 鶴牧中学校 75 青陵中学校

32 和田中学校 76 大妻多摩中学高等学校

29 落合中学校 73 鶴牧中学校

30 大妻多摩中学高等学校 74 永山高等学校

33 永山高等学校 77 和田中学校

D

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

34 永山高等学校 78 ひろせテニススクール

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

H

35 青陵中学校 79 和田中学校

36 諏訪中学校

38 大妻多摩中学高等学校 82 大妻多摩中学高等学校

39 聖ヶ丘中学校 83 鶴牧中学校

80 永山高等学校

37 和田中学校 81 青陵中学校

42 落合中学校 86 多摩中学校

43 大妻多摩中学高等学校 87 大妻多摩中学高等学校

40 BYE 84 BYE

41 多摩中学校 85 和田中学校

44 東愛宕中学校 88 落合中学校

1R 2R 3R 4R QF SF 1R

8月1日（日） 8月8日（日） 8月1日（日）
予選ラウンド 決勝ラウンド 予選ラウンド

F SF QF 4R 3R 2R



主催： 一般財団法人　多摩市体育協会

公益財団法人　東京都体育協会

主管： 多摩市硬式庭球連盟

運営： 永山テニスクラブ

フリガナ フリガナ
氏名 氏名

エガミ　ヒナ 　1 シード 3～4 シード　 アキヤマ　ヨカ
江上　陽菜 秋山　世香

ヨシカワ　アヅサ タカハシ　ユウ
吉川　あづさ 高橋　由宇

オノザワ　ココロ アンドウ　ヒヨリ
小野澤　心 安藤　陽依

アベ　リコ コミヤ　ミリア
阿部　凛心 小宮　美莉亜

コイケ　サキ シマダ ミオナ
小池　咲 嶋田 美桜奈

ムカサ　ココネ フジシロ　コハル
武笠　心音 藤城　心春

アマノヒマリ
天野陽葵

イイムラ　ユキ オバタ　アカリ
飯村　由希 小畠　明莉

エンドウ　ミチル キクチ　リコ
遠藤　ミチル 菊池　璃子

カナザキ　メイ サトウ　モモカ
金崎　芽依 佐藤　桃果

オクタニ　ルナ オンソ　ミラン
奥谷　琉奈 恩曽　美蘭

オクツ　アン ハセガワ　リナ
奥津　杏 長谷川　莉菜

マスダ　トモナ ヒラノ　リコ
増田　智名 平野　璃子

ニシカワ　ノゾミ ヤギ　メイ
西川　希美 八木　明衣

カツノ　ヨウ 　5 シード タカハシ　コトミ
勝野　陽 髙橋　琴巳

フクシマ　カナ アンドウ　アヤネ
福島　夏菜 安藤　綾音

アベ　コハル ヨコウチ　ユイ
阿部　心春 横内　結彩

ワカツキ　マオ オザキ　レノ
若月　茉桜 尾崎　怜乃

イジュウイン　ナナコ オカダ　ネネ
伊集院　菜々子 岡田　寧音

カワノ　ミズキ カワノ　サエ
河野　瑞稀 河野　紗英

ナカダ　ハルホ トミタ　クレア
中田　遙帆 冨田　紅麗彩

ナガサワ　チナツ コンドウ　マオ
長澤　知夏 近藤　真桜

タテヤマ　ヒナ 貞孝　純花
立山　陽菜 テイコウ　ジュンカ

カワゾエ　ユマ ナカムラ　カホ
川添　優真 中村　花帆

コヤマ　リリカ タナカ リオ
小山　莉々香 田中 里桜

ムライ　メイア ナラ　ココミ
村井　芽衣亜 奈良　心美

コムカイ　マイ イケヤ　マリコ
小武海　愛唯 　3～4 シード 2 シード　 池谷　茉利子

予選ラウンド 決勝ラウンド 予選ラウンド

SF QF 3R 2R 1R

8月1日（日） 8月8日（日） 8月1日（日）

1R 2R 3R QF SF F

多摩中学校

28 東落合小学校 56 多摩センターテニス

25 多摩中学校 53 諏訪中学校

26 諏訪中学校 54 諏訪小学校

シルキーウインズ

ひろせテニススクール

21 諏訪中学校 49 諏訪中学校

22 BYE 50 BYE

諏訪中学校

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

D

16 諏訪中学校 44 青陵中学校

17 青陵中学校 多摩中学校

18 多摩中学校 46 和田中学校

19 和田中学校 47 多摩中学校

23 ひろせテニススクール 51 落合中学校

24

B

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

15 鶴牧中学校 43

45

20 多摩中学校 48

落合中学校 52

27 多摩センターテニス 55

14 八王子テニススクール 42 和田中学校

11 永山中学校 39 落合中学校

12 多摩中学校 40 青陵中学校

35 TOPインドアステージ多摩

8 諏訪中学校 36 諏訪中学校

13 諏訪中学校 41 多摩中学校

C

2 諏訪中学校 30 多摩中学校

3 青陵中学校

5 シルキーウインズ 33 諏訪中学校

6 和田中学校 34 青陵中学校

31 聖ヶ丘中学校

4 多摩中学校 32 和田中学校

9 落合中学校 37

予選R 決勝R No. 所属 No. 所属 決勝R 予選R

A

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

1 多摩センター 29 シルキーウインズ

多
摩
東
公
園

多
摩
東
公
園

鶴牧中学校

10 多摩中学校 38 多摩中学校

7 BYE

大会予備日：8月22日（日）

1R 2R 3R QF SF F SF QF 3R 2R 1R

2021年度（令和3年度）　多摩市硬式テニス　ジュニアシングルス大会

2021年度（令和元年度）　ジュニア育成地域推進事業

女子B　　ドロー表
予選ラウンド 決勝ラウンド 予選ラウンド
8月1日（日） 8月8日（日） 8月1日（日）


