
第39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　

石井 心菜 石井 心菜

シード 選手名 所属 県 駒田 唯衣 64 26 60

1 1 石井 心菜 北区立浮間小学校 東京 石井 心菜

2 樽床 風音 岡山市立岡山中央小学校 岡山 67(7) 62 10-8 石井 心菜

3 山田 涼楓 岡谷市立長地小学校 長野 中原 萌 62 62

4 中原 萌 岡山市立三勲小学校 岡山 46 76(3) 10-6 石井 心菜

5 小池 真咲 磐田市立豊田北部小学校 静岡 畑佐 翠里 75 61

6 畑佐 翠里 宇治市立菟道第二小学校 京都 64 76(6) 三枝 夏子

7 髙橋 芽衣 亘理町立逢隈小学校 宮城 三枝 夏子 63 62

8 14 三枝 夏子 蕨市立西小学校 埼玉 62 61 石井 心菜

9 12 渡辺 葵依 五月が丘小学校 広島 渡辺 葵依 63 64

10 武藤 茉里 小郡市立三国小学校 福岡 63 63 渡辺 葵依

11 狩野 美結 太宰府市立水城西小学校 福岡 藤本 芽衣奈 75 64

12 藤本 芽衣奈 岡山大学教育学部附属小学校 岡山 61 63 渡辺 葵依

13 色川 渚月 つくば市立春日学園義務教育学校 茨城 色川 渚月 64 64

14 佐藤 未來 国府小学校 徳島 61 64 月岡 萌夏

15 大塚 咲弥 磐田市立磐田西小学校 静岡 月岡 萌夏 64 62

16 8 月岡 萌夏 横浜市立六浦小学校 神奈川 57 64 10-7 石井 心菜

17 3 森下 結有 鈴鹿市立飯野小学校 三重 森下 結有 75 64

18 阪口 心乃 瀬戸市立にじの丘小学校 愛知 62 63 森下 結有

19 西山 日向 岡山市立大野小学校 岡山 西川 桃絆 61 60

20 西川 桃絆 坂出市立川津小学校 香川 46 63 12-10 森下 結有

21 篠原 結衣 つくばみらい市立陽光台小学校 茨城 篠原 結衣 62 46 63

22 松永 凛 八代市立八千把小学校 熊本 76(1) 63 北岡 美空

23 渡邉 心菜 伊豆の国市立韮山小学校 静岡 北岡 美空 63 62

24 15 北岡 美空 泉佐野市立末広小学校 大阪 62 64 森下 結有

25 9 山田 悠乃 私立星美学園小学校 東京 山田 悠乃 61 75

26 坂田 もも 旭川市立愛宕東小学校 北海道 60 60 山田 悠乃

27 小﨑 麻衣 筑紫野市立天拝小学校 福岡 蓬莱 小春 61 62

28 蓬莱 小春 岡山市立浦安小学校 岡山 62 61 山田 悠乃

29 藤山 羽優 広島市立大芝小学校 広島 陳 佳慧 64 64

30 陳 佳慧 横浜山手中華学校 神奈川 63 64 竹本 彩花

31 竹本 彩花 渋谷区立西原小学校 東京 竹本 彩花 63 62

32 5 島村 桜良 川口市立十二月田小学校 埼玉 62 64

シード選手 シード選手
1 石井　心菜 5 島村　桜良

2 駒田　唯衣 6 安西 利紗

3 森下　結有 7 服部 天寧

4 山本　杏里 8 月岡 萌夏



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

女子シングルス（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 服部 天寧 四日市市立三重北小学校 三重 服部 天寧

34 佐脇 京 渋谷区立富谷小学校 東京 64 63 服部 天寧

35 川又 彩乃 私立桐蔭学園小学校 神奈川 川又 彩乃 60 61

36 藤田 こまち 大阪市立香蓑小学校 大阪 46 61 10-8 服部 天寧

37 田嶋 愛由奈 唐津市立外町小学校 佐賀 吉澤 小夏 64 60

38 吉澤 小夏 東近江市立箕作小学校 滋賀 26 76(3) 11-9 若菜 蘭

39 伊東 里緒菜 交野市立旭小学校 大阪 若菜 蘭 60 61

40 10 若菜 蘭 四日市市立三重西小学校 三重 61 26 10-5 服部 天寧

41 16 吉田 紗良 大和市立引地台小学校 神奈川 吉田 紗良 26 61 64

42 原中 音和 札幌市立手稲山口小学校 北海道 60 62 吉田 紗良

43 篠原 絢 四国中央市立川之江小学校 愛媛 渋谷 月姫 62 64

44 渋谷 月姫 弘前市立時敏小学校 青森 61 60 吉田 紗良

45 財津 櫻 札幌市立八軒西小学校 北海道 大場 莉子 75 64

46 大場 莉子 札幌市立平岡南小学校 北海道 62 63 大場 莉子

47 大西 瑠歌 明石市立二見北小学校 兵庫 山本 杏里 64 60

48 4 山本 杏里 鹿沼市立北押原小学校 栃木 64 63 駒田 唯衣

49 6 安西 利紗 慶應義塾横浜初等部 神奈川 安西 利紗 64 64

50 札場 花埜 柏市立十余二小学校 千葉 64 06 10-3 安西 利紗

51 岸波 知花 白河市立関辺小学校 福島 宮崎 凪咲 61 60

52 宮崎 凪咲 西尾市立西尾小学校 愛知 62 60 安西 利紗

53 藤岡 結衣 富山市立鵜坂小学校 富山 鈴木 美波 64 60

54 鈴木 美波 浜松市立芳川小学校 静岡 60 60 宮澤 紗希乃

55 斉藤 好花 旭川市立東五条小学校 北海道 宮澤 紗希乃 57 60 62

56 11 宮澤 紗希乃 長生村立髙根小学校 茨城 61 61 駒田 唯衣

57 13 加藤 楓菜 長久手市立長久手東小学校 愛知 加藤 楓菜 63 64

58 大口 心優 名古屋市立富士見台小学校 愛知 61 61 加藤 楓菜

59 田中 柚葉 岡谷市立岡谷田中小学校 長野 田中 柚葉 64 63

60 山中 星來 松山市立小野小学校 愛媛 62 61 駒田 唯衣

61 宇津山 依里 目黒区立宮前小学校 東京 宇津山 依里 62 62

62 坂川 舞桜 越前市立王子保小学校 福井 63 61 駒田 唯衣

63 大村 和花子 雫石町立雫石小学校 岩手 駒田 唯衣 63 60

64 2 駒田 唯衣 一宮市立千秋東小学校 愛知 60 61

シード選手 シード選手

補欠選手 9 山田 悠乃 13 加藤 楓菜

10 若菜 蘭 14 三枝 夏子

11 宮澤 紗希乃 15 北岡 美空

12 渡辺 葵依 16 吉田 紗良


