
第３回　丹南地区ジュニアクラブ団体戦　エントリー選手名簿

男子の部

参加チーム名 監督 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６

1 武生商業高等学校 木原　翔太 木原　翔太 山田健太朗 清水　雄太 谷本　恵介 小林　聖弥

2 中央中学校 伊藤　和行 増永　凌 室　晴海 山崎　一真 天崎　快人 増永　魁斗

3 鯖江ジュニア 天谷　英介 石本裕太郎 三田村峻平 阿部　祥大 天崎　荘汰 吉田　圭杜 湯川　涼

4 武生ジュニアA 大久保翔平 木村　尚史 大久保翔平 山田　竜輝 田中　一輝 小森　克己

5 武生ジュニアB 山田　涼斗 綿谷　一駿 山田　涼斗 畠山　大輝 熊木　雄人 上木　啓輔

女子の部

参加チーム名 監督 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６

1 中央中学校 林　義彦 三輪　千夏 林　盛華 佐々尾愛理 渡辺　遥 大島　梨紗

2 鯖江ジュニアA 佐々木絵梨 山田真奈美 山本ほのか 三田村彩乃 内田葉土希 平井瀬里香

3 鯖江ジュニアB 天谷まり子 赤尾　沙紀 清水　里香 田畑　星来 佐々木美有 窪田　結衣

4 武生ジュニア 木村明日香 木村明日香 土山華緒里 山野　七海 高島明日香 山田　鈴乃



勝敗 順位

山田健太朗 6-4 木村尚史 山田健太朗 6-3 石本裕太郎 山田健太朗 6-2 増永魁斗 山田健太朗 6-3 綿谷一駿

木原翔太・小林聖弥 6-3 小森克己・田中一輝 木原翔太・小林聖弥 6-3 三田村峻平・吉田圭杜 木原翔太・小林聖弥 6-3 室 晴海・山崎一真 木原翔太・小林聖弥 6-2 綿谷一駿・畠山大輝

清水雄太・谷本恵介 6-4 大久保翔平・山田竜輝 清水雄太・谷本恵介 6-3 阿部祥大・天崎荘汰 清水雄太・谷本恵介 4-6 天崎快人・増永 凌 清水雄太・谷本恵介 6-4 山田涼斗・熊木雄人

木村尚史 4-6 山田健太朗 小森克己 5-7 石本裕太郎 田中一輝 6-2 増永魁斗 大久保翔平 6-2 熊木雄人

小森克己・田中一輝 3-6 木原翔太・小林聖弥 大久保翔平・山田竜輝 6-3 阿部祥大・湯川涼 木村尚史・山田竜輝 6-4 室 晴海・山崎一真 木村尚史・山田竜輝 6-4 綿谷一駿・畠山大輝

大久保翔平・山田竜輝 4-6 清水雄太・谷本恵介 木村尚史・田中一輝 6-2 三田村峻平・天崎荘汰 大久保翔平・小森克己 6-2 天崎快人・増永 凌 小森克己・田中一輝 6-4 山田涼斗・上木啓輔

石本裕太郎 3-6 山田健太朗 石本裕太郎 7-5 小森克己 石本裕太郎 7-6（3） 増永 凌 三田村峻平 6-3 山田涼斗

三田村峻平・吉田圭杜 3-6 木原翔太・小林聖弥 阿部祥大・湯川涼 3-6 大久保翔平・山田竜輝 三田村峻平・阿部祥大 4-6 室 晴海・山崎一真 石本裕太郎・阿部祥大 6-3 綿谷一駿・山田涼斗

阿部祥大・天崎荘汰 3-6 清水雄太・谷本恵介 三田村峻平・天崎荘汰 2-6 木村尚史・田中一輝 天崎荘汰吉田圭杜 6-4 天崎快人・増永魁斗 天崎荘汰・湯川涼 4-6 畠山大輝・熊木雄人

増永魁斗 2-6 山田健太朗 増永魁斗 2-6 田中一輝 増永 凌 6（3）-7 石本裕太郎 天崎快人 6-2 綿谷一駿

室 晴海・山崎一真 3-6 木原翔太・小林聖弥 室 晴海・山崎一真 4-6 木村尚史・山田竜輝 室 晴海・山崎一真 6-4 三田村峻平・阿部祥大 増永 凌・山崎一真 6-3 綿谷一駿・熊木雄人

天崎快人・増永 凌 6-4 清水雄太・谷本恵介 天崎快人・増永 凌 2-6 大久保翔平・小森克己 天崎快人・増永魁斗 4-6 天崎荘汰・吉田圭杜 室 晴海・増永魁斗 6-3 山田涼斗・畠山大輝

綿谷一駿 3-6 山田健太朗 熊木雄人 2-6 大久保翔平 山田涼斗 3-6 三田村峻平 綿谷一駿 2-6 天崎快人

綿谷一駿・畠山大輝 2-6 木原翔太・小林聖弥 綿谷一駿・畠山大輝 4-6 木村尚史・山田竜輝 綿谷一駿・山田涼斗 3-6 石本裕太郎・阿部祥大 綿谷一駿・熊木雄人 3-6 増永 凌・山崎一真

山田涼斗・熊木雄人 4-6 清水雄太・谷本恵介 山田涼斗・上木啓輔 4-6 小森克己・田中一輝 畠山大輝・熊木雄人 6-4 天崎荘汰・湯川涼 山田涼斗・畠山大輝 3-6 室 晴海・増永魁斗
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勝敗

内田葉土希 6-2 土山華緒里 山本ほのか 6-3 田畑 星来 平井瀬里香 6-3 林 盛華

山田真奈美・山本ほのか 6-4 高島明日香・山田 鈴乃 内田葉土希・三田村彩乃 6-3 窪田 結衣・清水 里香 山本ほのか・三田村彩乃 6-2 渡辺 遥・大島 梨紗

三田村彩乃・平井瀬里香 6-2 木村明日香・山野 七海 山田真奈美・平井瀬里香 6（6）-7 赤尾 沙紀・佐々木美有 山田真奈美・内田葉土希 6-2 佐々尾愛理・三輪 千夏

土山華緒里 2-6 内田葉土希 山田 鈴乃 6-3 窪田 結衣 山野 七海 3-6 佐々尾愛理

高島明日香・山田 鈴乃 4-6 山田真奈美・山本ほのか 土山華緒里・山野 七海 7-6（5） 清水 里香・田畑 星来 高島明日香・山田 鈴乃 6-3 林 盛華・渡辺 遥

木村明日香・山野 七海 2-6 三田村彩乃・平井瀬里香 木村明日香・高島明日香 6-2 赤尾 沙紀・佐々木美有 木村明日香・土山華緒里 6-3 大島 梨紗・三輪 千夏

田畑 星来 3-6 山本ほのか 窪田 結衣 3-6 山田 鈴乃 窪田 結衣 2-6 佐々尾愛理

窪田 結衣・清水 里香 3-6 内田葉土希・三田村彩乃 清水 里香・田畑 星来 6（5）-7 土山華緒里・山野 七海 清水 里香・田畑 星来 6-3 三輪 千夏・林 盛華

赤尾 沙紀・佐々木美有 7-6（6） 山田真奈美・平井瀬里香 赤尾 沙紀・佐々木美有 2-6 木村明日香・高島明日香 赤尾 沙紀・佐々木美有 6-3 渡辺 遥・大島 梨紗

林 盛華 3-6 平井瀬里香 佐々尾愛理 6-3 山野 七海 佐々尾愛理 6-2 窪田 結衣

渡辺 遥・大島 梨紗 2-6 山本ほのか・三田村彩乃 林 盛華・渡辺 遥 3-6 高島明日香・山田 鈴乃 三輪 千夏・林 盛華 3-6 清水 里香・田畑 星来

佐々尾愛理・三輪 千夏 2-6 山田真奈美・内田葉土希 大島 梨紗・三輪 千夏 3-6 木村明日香・土山華緒里 渡辺 遥・大島 梨紗 3-6 赤尾 沙紀・佐々木美有
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男子決勝トーナメント

武生商業高校 2-0 鯖江ジュニア

山田健太朗 6-0 石本裕太郎

木原　翔太・小林　聖弥 6-0 三田村峻平・天崎　荘汰

清水　雄太・谷本　恵介 断 阿部　祥大・吉田　圭杜

鯖江ジュニア 2-0 武生ジュニアＢ

石本裕太郎 6-1 綿谷　一駿

三田村峻平・天崎　荘汰 4-5断 山田　涼斗・上木　啓輔

阿部　祥大・吉田　圭杜 6-3 畠山　大輝・熊木　雄人 武生商業高校 1-2 武生ジュニアＡ

山田健太朗 1-6 木村　尚史

木原　翔太・小林　聖弥 6-3 大久保翔平・小森　克己

清水　雄太・谷本　恵介 6-3 山田　竜輝・田中　一輝

中央中学校 2-0 武生ジュニアＡ

増永　魁斗 6-2 田中　一輝

増永　　凌・室　　晴海 6-1 木村　尚史・山田　竜輝

山崎　一真・天崎　快人 断 大久保翔平・小森　克己

女子決勝トーナメント

鯖江ジュニアＡ 2-0 中央中学校

三田村彩乃 6-2 佐々尾愛理

内田葉土希・山本ほのか 6-0 三輪　千夏・渡辺　遥

山田真奈美・平井瀬里香 断 大島　梨紗・林　盛華

鯖江ジュニアＡ 2-0 武生ジュニア

内田葉土希 6-1 土山華緒里

山田真奈美・三田村彩乃 6-2 木村　世奈・山野　七海

山本ほのか・平井瀬里香 4-2断 高島明日香・山田　鈴乃

鯖江ジュニアＢ 2-0 武生ジュニア

佐々木美有 1-6 土山華緒里

赤尾　沙紀・田畑　星来 2-6 木村　世奈・山野　七海

窪田　結衣・清水　里香 断 高島明日香・山田　鈴乃
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