
第40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　

佐脇 京 駒田 唯衣

シード 選手名 所属 県 駒田 唯衣 76(3) 62

1 1 西脇 美結 富田林市立久野喜台小学校 大阪 西脇 美結

2 渋谷 月姫 弘前市立時敏小学校 青森 63 67(6) 61 西脇 美結

3 山﨑 優里愛 坂城町立坂城小学校 長野 山﨑 優里愛 40 40

4 三好 玲奈 甲斐市立双葉西小学校 山梨 62 62 西脇 美結

5 赤羽 奏那 横浜市立宮谷小学校 神奈川 続木 理心 40 41

6 続木 理心 多治見市立小泉小学校 岐阜 60 63 熊倉 怜子

7 押川 美月 松江市立乃木小学校 島根 熊倉 怜子 42 41

8 14 熊倉 怜子 柏市立花野井小学校 千葉 63 60 西脇 美結

9 10 鈴木 美波 静岡県浜松市立芳川小学校 静岡 鈴木 美波 61 46 10-5

10 大久保 莉子 西尾市立矢田小学校 愛知 62 62 鈴木 美波

11 柴山 那奈 広島市立美鈴が丘小学校 広島 柴山 那奈 41 41

12 篠原 絢 四国中央市立川之江小学校 愛媛 61 64 鈴木 美波

13 西村 娃璃 私立愛徳学園小学校 兵庫 西村 娃璃 41 41

14 辻 和杏 北島町立北島南小学校 徳島 60 62 吉田 真維花

15 原中 音和 札幌市立手稲山口小学校 北海道 吉田 真維花 14 41 10-4

16 5 吉田 真維花 桐蔭学園小学校 東京 63 63 佐脇 京

17 4 佐脇 京 渋谷区立富谷小学校 東京 佐脇 京 63 63

18 山下 瑚々 私立関東学院小学校 神奈川 63 61 佐脇 京

19 河口 菜々美 吉賀町立六日市小学校 島根 河口 菜々美 40 54(3)

20 坂田 もも 旭川市立愛宕東小学校 北海道 62 61 佐脇 京

21 鈴木 楓乃 磐田市立福田小学校 静岡 鈴木 楓乃 40 41

22 坂川 舞桜 越前市立王子保小学校 福井 26 76(5) 63 阪口 心乃

23 吉田 一花 千葉県鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 千葉 阪口 心乃 42 41

24 13 阪口 心乃 瀬戸市立にじの丘小学校 愛知 57 61 62 佐脇 京

25 9 岩佐 心優 練馬区立大泉第三小学校 東京 岩佐 心優 63 61

26 勝部 陽日 松江市立乃木小学校 島根 61 61 岩佐 心優

27 原口 礼 横浜市立平戸小学校 神奈川 原口 礼 41 14 10-4

28 角田 莉沙 中野区立江原小学校 東京 62 62 岩佐 心優

29 水内 柚月 金沢市立伏見台小学校 石川 古屋 虹花 40 42

30 古屋 虹花 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属小学校 石川 61 75 田代 祐唯

31 田代 祐唯 佐賀大学教育学部附属小学校 佐賀 田代 祐唯 41 35 10-5

32 7 小野 果南 越谷市立大袋小学校 埼玉 64 62

シード選手 シード選手
1 西脇 美結 5 吉田 真維花

2 色川 渚月 6 田之上  心咲

3 駒田 唯衣 7 小野 果南

4 佐脇 京 8 羽生田 杏



第40回　第一生命全国小学生テニス選手権大会 期間：8月3日～8月6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 6 田之上  心咲 柏市立柏第二小学校 千葉 田之上  心咲

34 伊東 志 伊賀市立西柘植小学校 三重 64 61 田之上  心咲

35 永倉 聖理奈 岡山市立宇野小学校 岡山 佐藤 怜 42 41

36 佐藤 怜 川西市立清和台南小学校 兵庫 36 62 63 田之上  心咲

37 太田 柚七 浜松市立河輪小学校 静岡 太田 柚七 40 53

38 小若 実夢 高松市立栗林小学校 香川 62 62 飯島 夏穂

39 飯島 夏穂 市川市立菅野小学校 千葉 飯島 夏穂 40 53

40 12 吉田 青生 太田市立宝泉小学校 群馬 64 36 63 駒田 唯衣

41 16 川鍋 梨心 港区立港陽小学校 東京 川鍋 梨心 60 60

42 山中 星來 松山市立小野小学校 愛媛 64 60 水谷 愛花

43 水谷 愛花 名古屋市立表山小学校 愛知 水谷 愛花 14 42 10-8

44 桑水流 江菜 国立大学法人鹿児島大学教育学部附属小学校 鹿児島 63 61 駒田 唯衣

45 梅澤 菜々美 草加市立清門小学校 埼玉 梅澤 菜々美 41 40

46 川村 紗慧 花巻市立南城小学校 岩手 61 64 駒田 唯衣

47 笹木 舞 筑紫野市立山家小学校 福岡 駒田 唯衣 41 41

48 3 駒田 唯衣 一宮市立千秋東小学校 愛知 61 61 駒田 唯衣

49 8 羽生田 杏 草加市立長栄小学校 埼玉 羽生田 杏 60 60

50 岩渕　 有那 札幌市立手稲山口小学校 北海道 60 60 羽生田 杏

51 大村 和花子 雫石町立雫石小学校 岩手 大越 梨華 42 42

52 大越 梨華 瀬戸市立效範小学校 愛知 60 60 羽生田 杏

53 長谷川 良菜 一宮市立神山小学校 愛知 長谷川 良菜 24 53 10-4

54 島村 芽衣 津市立豊が丘小学校 三重 60 60 長谷川 良菜

55 奥山 し渚 山形市立第七小学校 山形 五藤 里保 14 53 10-7

56 11 五藤 里保 岡山大学教育学部附属小学校 岡山 76(5) 26 75 羽生田 杏

57 A 渡邉 希 掛川市立桜木小学校 静岡 武藤 茉里 64 61

58 武藤 茉里 小郡市立三国小学校 福岡 60 62 行方 ゆな

59 行方 ゆな 札幌市立新琴似北小学校 北海道 行方 ゆな 42 42

60 白井 香帆 岸和田市立春木小学校 大阪 61 63 行方 ゆな

61 桑原 咲奈 京田辺市立田辺小学校 京都 桑原 咲奈 41 04 10-8

62 片山 星蘭 函館市立神山小学校 北海道 61 61 色川 渚月

63 小田 朱莉 広島市立五日市観音小学校 広島 色川 渚月 53 40

64 2 色川 渚月 つくば市立春日学園義務教育学校 茨城 61 60

シード選手 シード選手

補欠選手 9 岩佐 心優 13 阪口 心乃

10 鈴木 美波 14 熊倉 怜子

11 五藤 里保 15 塩見 渚

12 吉田 青生 16 川鍋 梨心

補欠1　渡邉　　希　　掛川市立桜木小学校　　　静岡
補欠2　天野　陽葵　　多摩市立多摩第一小学校　東京
補欠3　田中　　愛　　広島市立美鈴が丘小学校　広島


