
第36回　第一生命全国小学生テニス選手権大会　男子シングルス
男子シングルス（１） 男子決勝戦　

若松 泰地 若松 泰地

シード 選手名 所属 県 浅田 紘輔 46 64 64

1 1 1 前田　透空 流山市立おおたかの森小学校 千葉 前田 透空

2 2 高橋　　光 小田原市立富水小学校 神奈川 83 前田 透空

3 3 渡邊　脩真 岡山市立平井小学校 岡山 渡邊 脩真 82

4 4 金浦　俊哉 松山市立生石小学校 愛媛 83 前田 透空

5 5 北林　由伊 上田市立清明小学校 長野 北林 由伊 81

6 6 佐藤　仁星 熊本市立白山小学校 熊本 81 木村 一翔

7 7 安藤　雄哉 小田原市立芦子小学校 神奈川 木村 一翔 82

8 15 8 木村　一翔 国分寺市立第二小学校 東京 85 前田 透空

9 11 9 神山　宏正 品川区立第二延山小学校 東京 神山 宏正 63 61

10 # 宇野　彰剛 磐田市立磐田北小学校 静岡 84 神山 宏正

11 # 鵜狩　良仁 日置市立伊集院小学校 鹿児島 大舘 一輝 85

12 # 大舘　一輝 平塚市立松延小学校 神奈川 81 神山 宏正

13 # 横堀　陽太郎 新潟市立坂井東小学校 新潟 伊藤 拓 83

14 # 伊藤　　拓 伊予市立伊予小学校 愛媛 85 奥出 悠貴

15 # 奥出　悠貴 越前市立武生南小学校 福井 奥出 悠貴 82

16 7 # 泉　　浩大 群馬大学教育学部附属小学校 群馬 86 若松 泰地

17 4 # 高橋　遼介 横浜市立神大寺小学校 神奈川 高橋 遼介 60 64

18 # 塚本　真崇 ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大学附属小学校 岡山 85 高橋 遼介

19 # 田畑　　遼 仙台市立大和小学校 宮城 田畑 遼 82

20 # 天谷　俊介 鯖江市立吉川小学校 福井 83 若松 泰地

21 # 松本　煌輝 早稲田実業学校初等部 東京 若松 泰地 86

22 # 若松　泰地 湖南市立石部小学校 滋賀 86 若松 泰地

23 # 藤本　理功 岡山大学教育学部附属小学校 岡山 佐藤 璃空 84

24 16 # 佐藤　璃空 川崎市立大谷戸小学校 神奈川 98(6) 若松 泰地

25 10 # 櫻井　　成 調布市立北ノ台小学校 東京 櫻井 成 63 63

26 # 井上　温仁 春日市立春日東小学校 福岡 84 櫻井 成

27 # 曽根　大洋 藤沢市立鵠南小学校 神奈川 曽根 大洋 97

28 # 内田　弘心 三郷市立鷹野小学校 埼玉 82 櫻井 成

29 # 講元　大祈 岡山市立中山小学校 岡山 講元 大祈 84

30 # 吉武　真輝 宗像市立東郷小学校 福岡 84 宮里 琉星

31 # 長南　友丸 札幌市立円山小学校 北海道 宮里 琉星 50 RET

32 8 # 宮里　琉星 豊見城市立とよみ小学校 沖縄 82
シード選手 シード選手

1 前田　透空 5 宮川　侑士
2 富田　悠太 6 大和　大河
3 浅田　紘輔 7 泉　　浩大
4 高橋　遼介 8 宮里　琉星



第36回　第一生命全国小学生テニス選手権大会 期間：7月27日～7月30日

男子シングルス（２） 会場：相娯園グラウンドテニスコート

シード 選手名 所属 県

33 6 # 大和　大河 東村山市立秋津小学校 東京 国永 紘資

34 # 国永　紘資 交野市立妙見坂小学校 大阪 98(5) 金子 正人

35 # 小谷　和生 小樽市立幸小学校 北海道 金子 正人 85

36 # 金子　正人 港区立高輪台小学校 東京 84 金子 正人

37 # 河田　悠翔 名古屋市立志段味東小学校 愛知 河田 悠翔 84

38 # 東野　光祐 丸亀市立城西小学校 香川 83 髙橋 廉汰朗

39 # 髙橋　廉汰朗 倉敷市立乙島小学校 岡山 髙橋 廉汰朗 86

40 12 # 外池　智稀 開成町立開成小学校 神奈川 83 浅田 紘輔

41 14 # 中廣　勇太 安城市立里町小学校 愛知 中廣 勇太 63 62

42 # 春日　　韻 浜松市立泉小学校 静岡 82 中廣 勇太

43 # 太田　　周 佐世保市立相浦小学校 長崎 太田 周 98(2)

44 # 石綿　凌空 松山市立八坂小学校 愛媛 84 浅田 紘輔

45 # 島　　笙太 京都市立朱雀第八小学校 京都 高村 篤輝 84

46 # 高村　篤輝 堺市立金岡南小学校 大阪 97 浅田 紘輔

47 # 小柳　遥人 札幌市立二条小学校 北海道 浅田 紘輔 86

48 3 # 浅田　紘輔 宮崎市立学園木花台小学校 宮崎 80 浅田 紘輔

49 5 # 宮川　侑士 さいたま市立神田小学校 埼玉 宮川 侑士 64 06 64

50 # 阿部　　圭 札幌市立澄川南小学校 北海道 80 宮川 侑士

51 # 三浦　　陽 青森市立造道小学校 青森 坂根 瑛太 80

52 # 坂根　瑛太 東大阪市立弥栄小学校 大阪 84 宮川 侑士

53 # 秋本　将輝 四日市市立常磐小学校 三重 秋本 将輝 98(3)

54 # 吉田　貴史 浜松市立和田小学校 静岡 86 坂本 怜

55 # 野坂　　条 秋田市立保戸野小学校 秋田 坂本 怜 80

56 9 # 坂本　　怜 名古屋市立楠西小学校 愛知 81 富田 悠太

57 13 # 松永　朔太郎 須恵町立須恵第三小学校 福岡 松永 朔太郎 62 61

58 # 多田　永悟 佐倉市立白銀小学校 千葉 81 松永 朔太郎

59 # 小堤　慶太 名取市立増田小学校 宮城 古田 仁 98(5)

60 # 古田　　仁 美濃市立藍見小学校 岐阜 83 富田 悠太

61 # 佐藤　颯基 富谷市立東向陽台小学校 宮城 佐藤 颯基 81

62 # 渡辺　翔太 津幡町立条南小学校 石川 83 富田 悠太

63 # 柳沢　　昊 所沢市立所沢小学校 埼玉 富田 悠太 81

64 2 # 富田　悠太 名古屋市立砂田橋小学校 愛知 81

シード選手 シード選手

補欠選手 9 坂本　　怜 13 松永　朔太郎

10 櫻井　　成 14 中廣　勇太

11 神山　宏正 15 木村　一翔

12 外池　智稀 16 佐藤　璃空


