
第39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　

中富　奏太 中富　奏太

シード 選手名 所属 県 柳 宏優 76(1) 61

1 1 1 櫻井 義浩 千葉市立幕張西小学校 千葉 櫻井　義浩

2 2 宮川 陽南太 智辯学園和歌山小学校 和歌山 64 62 櫻井　義浩

3 3 角南 叶多 岡山大学教育学部附属小学校 岡山 角南　叶多 61 63

4 4 白井 寛哉 成田市立吾妻小学校 千葉 67(3) 64 10-6 櫻井　義浩

5 5 三浦 陽 札幌市立中央小学校 北海道 秋田　敏太 62 63

6 6 秋田 敏太 仙台市立八木山小学校 宮城 62 64 川口　孝大

7 7 中津川 舜介 札幌市立円山小学校 北海道 川口　孝大 60 60

8 14 8 川口 孝大 多摩市立西落合小学校 東京 62 61 中富　奏太

9 9 9 中富 奏太 寝屋川市立第五小学校 大阪 中富　奏太 64 61

10 # 長友 春鷹 木津川市立高の原小学校 奈良 61 62 中富　奏太

11 # 渡辺 脩太 岐阜市立則武小学校 岐阜 渡辺　脩太 62 63

12 # 松本 悠希 倉敷市立万寿東小学校 岡山 62 64 中富　奏太

13 # 諸隈 開 佐賀市立若楠小学校 佐賀 諸隈 開 64 64

14 # 德永 陽紀 福岡市立玄洋小学校 福岡 60 64 宮本 亮

15 # 宮本 亮 浜松市立和地小学校 静岡 宮本 亮 64 62

16 5 # 三好 碧生 栗東市立治田西小学校 滋賀 62 57 10-7 中富　奏太

17 3 # 松岡 朔杜 名古屋市立旭丘小学校 愛知 松岡 朔杜 64 64

18 # 永井 飛駕 松本市立今井小学校 長野 62 61 松岡 朔杜

19 # 濱津 歩昂 恵庭市立若草小学校 北海道 山下 真歩路 75 61

20 # 山下 真歩路 奈半利町立奈半利小学校 高知 63 75 香川 荘太

21 # 道庭 来斗 飯塚市立鯰田小学校 福岡 香川 荘太 64 62

22 # 香川 荘太 高松市立檀紙小学校 香川 62 60 香川 荘太

23 # 清水 良真 尼崎市立立花小学校 兵庫 長谷川 諒輔 06 76(7) 76(6)

24 13 # 長谷川 諒輔 世田谷区立城山小学校 東京 64 62 丸山 楓湊

25 12 # 山口 芽輝 宮崎市立生目台東小学校 宮崎 鳴海 太陽 76(4) 46 62

26 # 鳴海 太陽 二本松市立油井小学校 福島 67(2） 63 10-4 中本 莉空

27 # 中本 莉空 宇治市立御蔵山小学校 京都 中本 莉空 63 61

28 # 近野 司樹 龍ケ崎市立馴柴小学校 茨城 62 62 丸山 楓湊

29 # 和気 義章 私立朝日塾小学校 岡山 宮岸 慶成 64 63

30 # 宮岸 慶成 小松市立蓮代寺小学校 石川 76（3） 63  丸山 楓湊

31 # 岡島 夕朔 札幌市立厚別北小学校 北海道 丸山 楓湊 63 60

32 8 # 丸山 楓湊 八王子市立みなみ野君田小学校 東京 75 61

シード選手 シード選手
1 櫻井　義浩 5 三好　碧生
2 安生　竜輝 6 柳 宏優
3 松岡　朔杜 7 久保 蓮生
4 奈良　恒輝 8 丸山 楓湊



第39回　第一生命全国小学生テニス選手権大会 期間：8月18日～8月21日

男子シングルス（２） 会場：武蔵野ローンテニスクラブ　
相娯園グラウンドテニスコート

シード 選手名 所属 県

33 7 # 久保 蓮生 薩摩川内市立隈之城小学校 鹿児島 尾川 颯

34 # 尾川 颯 糸島市立桜野小学校 福岡 46 64 10-4 福井 悠生

35 # 片谷 昂樹 福井市立社北小学校 福井 福井 悠生 62 60

36 # 福井 悠生 仙台市立東二番丁小学校 宮城 63 62 天野 雄太

37 # 齊藤 匠海 あきる野市立増戸小学校 東京 齊藤 匠海 63 63

38 # 田中 羚旺 鈴鹿市立稲生小学校 三重 75 63 天野 雄太

39 # 奥村 亘 京都市立嵐山小学校 京都 天野 雄太 61 61

40 10 # 天野 雄太 成城学園初等学校 東京 36 75 10-5 天野 雄太

41 16 # 木村 英偉太 福岡市立三宅小学校 福岡 泉 大夢 36 63 62

42 # 泉 大夢 さいたま市立仲町小学校 埼玉 75 63 泉 大夢

43 # 濵田 隼 宮崎市立住吉南小学校 宮崎 亀山 航汰 63 76(3)

44 # 亀山 航汰 横浜市立新石川小学校 神奈川 61 61 奈良 恒輝

45 # 楠 奨真 高松市立牟礼北小学校 香川 楠 奨真 62 60

46 # 岩崎 泰知 魚津市立よつば小学校 富山 60 63 奈良 恒輝

47 # 溝手 倫太朗 早島町立早島小学校 岡山 奈良 恒輝 63 62

48 4 # 奈良 恒輝 足立区立亀田小学校 東京 63 62 柳 宏優

49 6 # 柳 宏優 深谷市立深谷小学校 埼玉 柳 宏優 64 57 63

50 # 鈴木 春人 仙台市立荒井小学校 宮城 63 63 柳 宏優

51 # 伏見 一輝 取手市立白山小学校 茨城 伏見　一輝 63 61

52 # 田中 悠翔 新潟市立新潟小学校 新潟 W.O 柳 宏優

53 # 遠藤 礼 戸田市立新曽北小学校 埼玉 山下 航大 61 62

54 # 山下 航大 私立岐阜聖徳学園大学附属小学校 岐阜 63 75 山下 航大

55 # 森保 光平 私立精道三川台小学校 長崎 山下　悠大 63 62

56 11 # 山下 悠大 私立岐阜聖徳学園大学附属小学校 岐阜 W.O 柳 宏優

57 15 # 安藤 大貴 川西市立牧の台小学校 大阪 安藤 大貴 62 62

58 # 橋本 大輔 小金井市立小金井第二小学校 東京 61 62 安藤 大貴

59 # 金田 琉吾 福津市立福間南小学校 福岡 山田 和輝 61 63

60 # 山田 和輝 いわき市立勿来第一小学校 福島 63 63 橋詰 汐優

61 # 錦織 陽太 松江市立雑賀小学校 島根 阿部 煌大 61 16 63

62 # 阿部 煌大 丸亀市立城東小学校 香川 62 46 10-3 橋詰 汐優

63 # 橋詰 汐優 岐阜市立長良西小学校 岐阜 橋詰 汐優 61 62

64 2 # 安生 竜輝 宇都宮市立姿川第一小学校 栃木 76(5) 64

シード選手 シード選手

補欠選手 9 中富 奏太 13 長谷川 諒輔

10 天野 雄太 14 川口 孝大

11 山下 悠大 15 安藤 大貴

12 山口 芽輝 16 木村 英偉太


