
第37回　第一生命全国小学生テニス選手権大会　女子シングルス
女子シングルス（１） 女子決勝戦　

五藤　玲奈 五藤　玲奈

シード 選手名 所属 県 長谷川　汎奈 61 60

1 1 熊谷　帆夏 藤沢市立天神小学校 神奈川 熊谷　帆夏

2 雪谷　麻紗 仙台市立片平丁小学校 宮城 83 小澤　菜陽

3 山本　晄 前橋市立永明小学校 群馬 小澤　菜陽 85

4 小澤　菜陽 札幌市立宮の森小学校 北海道 84 小澤　菜陽

5 小坂　莉來 香芝市立三和小学校 奈良 小坂　莉來 63 76(5)

6 大橋　ひまり 春日市立春日南小学校 福岡 81 松川　翠結

7 植田　彩夢 高松市立古高松小学校 香川 松川　翠結 83

8 16 松川　翠結 安城市立祥南小学校 愛知 82 大江　真央

9 12 井手　葵 小郡市立味坂小学校 福岡 渡辺　愛彩 62 61

10 渡辺　愛彩 甲府市立大里小学校 山梨 83 堀井　姫瑠

11 原田　萌衣 岡山市立芳泉小学校 岡山 堀井　姫瑠 85

12 堀井　姫瑠 札幌市立月寒東小学校 北海道 98（6） 大江　真央

13 平田　早希 福山市立新市小学校 広島 小谷　心結 62 62

14 小谷　心結 国立兵庫教育大学附属小学校 兵庫 85 大江　真央

15 木村　英梨加 福岡市立三宅小学校 福岡 大江　真央 83

16 5 大江　真央 刈谷市立かりがね小学校 愛知 98（2） 五藤　玲奈

17 3 大井川　鈴奈 浜松市立和地小学校 静岡 大井川　鈴奈 62 60

18 水谷　梨紗子 杉並区立高井戸第二小学校 東京 80 大井川　鈴奈

19 後藤　七心 東大阪市立高井田東小学校 大阪 白井　日和子 83

20 白井　日和子 逗子市立久木小学校 神奈川 86 大井川　鈴奈

21 大河原　絆愛 防府市立勝間小学校 山口 鈴木　彩葉 62 76(5)

22 鈴木　彩葉 藤枝市立青島小学校 静岡 84 影山　海結

23 草場　椎奈 鳥栖市立弥生が丘小学校 佐賀 影山　海結 84

24 15 影山　海結 川崎市立百合丘小学校 神奈川 86 五藤　玲奈

25 11 五藤　玲奈 岡山市立岡山中央小学校 岡山 五藤　玲奈 64 61

26 春山　のぞみ 米子市立崎津小学校 鳥取 82 五藤　玲奈

27 上田　晴菜 富山市立堀川南小学校 富山 鈴木　梨愛 81

28 鈴木　梨愛 名取市立愛島小学校 宮城 85 五藤　玲奈

29 石川　星来 倉敷市立児島小学校 岡山 石川　星来 60 63

30 関内　優衣 越前市立武生南小学校 福井 82 小島　詠

31 田住　星雛奈 徳島市立一宮小学校 徳島 小島　詠 85

32 8 小島　詠 掛川市立西郷小学校 静岡 83 シード選手 シード選手

1 熊谷　帆夏 5 大江　真央

2 長谷川　汎奈 6 山倉　実桜

3 大井川　鈴奈 7 前田　樹花

4 園部　八奏 8 小島　詠



第37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

女子シングルス（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 山倉　実桜 八王子市立由木中央小学校 東京 山倉　実桜

34 光成　七優 宮崎市立住吉南小学校 宮崎 82 山倉　実桜

35 田中　音色 浜松市立尾奈小学校 静岡 田中　音色 80

36 丸山　唯 箕輪町立箕輪東小学校 長野 82 山倉　実桜

37 土田　映海 上越市立東本町小学校 新潟 金子　紗英 63 61

38 金子　紗英 私立開智望小学校 茨城 84 金子　紗英

39 若山　璃音 川崎市立今井小学校 神奈川 稲場　らん 83

40 10 稲場　らん 我孫子市立我孫子第三小学校 千葉 83 山倉　実桜

41 13 山上　夏季 練馬区立光が丘秋の陽小学校 東京 山上　夏季 62 64

42 清田　あいこ 広島市立己斐上小学校 広島 81 山上　夏季

43 市川　遥瑠 日進市立北小学校 愛知 牧野　美優 83

44 牧野　美優 札幌市立澄川西小学校 北海道 82 園部　八奏

45 仲宗根　サヤ 大阪市立鷺洲小学校 大阪 仲宗根　サヤ 64 63

46 平畠　真音 徳島市立八万南小学校 徳島 81 園部　八奏

47 川崎　このは 国分寺市立第二小学校 東京 園部　八奏 81

48 4 園部　八奏 さいたま市立仲本小学校 埼玉 83 長谷川　汎奈

49 7 前田　樹花 三郷市立戸ヶ崎小学校 埼玉 前田　樹花 64 75

50 早坂　来麗愛 仙台市立長町南小学校 宮城 82 前田　樹花

51 鈴木　紗菜 札幌市立西小学校 北海道 鈴木　紗菜 86

52 天野　令捺 桑名市立大山田東小学校 三重 86 前田　樹花

53 上田　結生 吹田市立青山台小学校 大阪 上田　結生 16 60 61

54 永澤　亜彩香 広陵町立真美ヶ丘第二小学校 奈良 85 田﨑　菜々美

55 松田　楓華 三木町立白山小学校 香川 田﨑　菜々美 82

56 9 田﨑　菜々美 相生市立中央小学校 兵庫 80 長谷川　汎奈

57 14 木村　心優 瑞穂市立西小学校 岐阜 木村　心優 62 63

58 成田　栞菜 鈴鹿市立加佐登小学校 三重 82 佐川　絢音

59 佐川　絢音 柏市立柏第六小学校 千葉 佐川　絢音 81

60 下杉　海寧 大和町立小野小学校 宮城 86 長谷川　汎奈

61 渡久地　杜生 沖縄市立美原小学校 沖縄 森下　結葵 64 62

62 森下　結葵 鈴鹿市立一ノ宮小学校 三重 83 長谷川　汎奈

63 市岡　梓奈 さいたま市立大門小学校 埼玉 長谷川　汎奈 82

64 2 長谷川　汎奈 横浜市立日限山小学校 神奈川 84

シード選手 シード選手

補欠選手 9 田﨑　菜々美 13 山上　夏季

10 稲場　らん 14 木村　心優

11 五藤　玲奈 15 影山　海結

12 井手　葵 16 松川　翠結


