
第68回 Jakarta Japan Club テニストーナメント
日程：2017年11月11日, 12日

試　合　結　果

協賛   

JJC テニス部



★[ ]付はシード選手

小学生シングルス 小学生低学年ダブルス 一般ミックスダブルスA 一般男子ダブルスA 一般女子ダブルスA 一般女子ダブルスB

タケウチ　ヒロト 阪本　志龍 サカモト　シリュウ 新谷　裕介 シンタニ　ユウスケ 生田　知浩 イクタ　トモヒロ 堀　真紀子 ホリ  マキコ 有馬　明美 アリマ　アケミ

竹内　寛人 上田　蒼昊 ウエダ　ソウゴ 植木　まどか ウエキ　マドカ 大泉　信一 オオイズミ　シンイチ 藤本　舞 フジモト　マイ 京楽　香織 キョウラク　カオリ

ウエキ　トモヤ 堀　聞多 ホリ　モンタ 深澤　淳一 フカザワ　ジュンイチ 池田　朋弘 イケダ　トモヒロ 金成　香 カナリ　カオリ 茂木　知美 モギ　トモミ

植木　智也 中城　凛子 ナカジョウ　リンコ 星野　裕子 ホシノ　ユウコ 杉山　洋平 スギヤマ　ヨウヘイ 垣内　里佐 カキウチ　リサ 三浦　早紀子 ミウラ　サキコ

ニノミヤ　アヤネ 瀬戸川　竣亮 セトガワ　シュンスケ 中城　健 ナカジョウ　ケン 坂井　一平 サカイ　イッペイ 菊地　早奈 キクチ　サナ 尾原　理絵 オハラ　リエ

二宮　綾音 宮蔭　哲士 ミヤカゲ　テツシ 金成　香 カナリ　カオリ 篠原　圭 シノハラ　ケイ 植木　まどか ウエキ　マドカ 川越　夢希 カワゴエ　ユキ

カワハラ　リン 大野　開世 オオノ　カイセイ 仲本　一護 ナカモト　カズモリ 宮蔭　和人 ミヤカゲ　カズト 星野　裕子 ホシノ　ユウコ 鳥羽　千恵 トバ　チエ

河原　凛 角田　優真 ツノダ　ユウマ 冨田　裕子 トミタ　ユウコ 深澤　淳一 フカザワ　ジュンイチ 柳田　淳子 ヤナギダ　ジュンコ 竹島　扶美江 タケシマ　フミエ

ササキ　ユウスケ 安田　叡司 ヤスダ　エイジ 吉田　光宏 ヨシダ　ミツヒロ 都島　裕二 ツシマ　ユウジ 尾﨑　美紀 オザキ　ミキ 吉渡　美紀 ヨシワタリ　ミキ

佐々木　祐輔 鈴木　統也 スズキ　トウヤ 堀　真紀子 ホリ  マキコ 宮崎　浩一郎 ミヤザキ　コウイチロウ 藤森　純子 フジモリ　ジュンコ 曽我　陽子 ソガ　ヨウコ

イケマツ　ハル 下田　朋実 シモダ　ホノミ 柳田　希与人 ヤナギダ　キヨト 滑志田　謙 ナメシダ　ケン 山本　みどり ヤマモト　ミドリ 永井　敦子 ナガイ　アツコ

池松　遥 河村　遥嘉 カワムラ　ハルカ 藤本　舞 フジモト　マイ 柳田　希与人 ヤナギダ　キヨト 鈴木　あゆ美 スズキ　アユミ 吉田　倫子 ヨシダ　ミチコ

スギモト　ハル 山口　幹太 ヤマグチ　カンタ 宮蔭　和人 ミヤカゲ　カズト 鈴木　章人 スズキ　アキヒト 安延　陽子 ヤスノベ　ヨウコ 杉田　呂子 スギタ　トモコ

杉本　華琉 竹熊　章太朗 タケクマ　ショウタロウ 菊地　早奈 キクチ　サナ 二宮　譲 ニノミヤ　ユズル 宮崎　尚代 ミヤザキ　ヒサヨ 守永　幸子 モリナガ　ユキコ

コバヤシ　タイヨウ 畑澤　悠也 ハタザワ　ユウヤ 藤崎　重俊 フジサキ　シゲトシ 栗原　淳 クリハラ　ジュン 池松　頼子 イケマツ　ヨリコ 高木　美和 タカギ　ミワ

小林　太陽 森　悠翔 モリ　ユウト 尾﨑　美紀 オザキ ミキ 寺尾　俊彦 テラオ　トシヒコ 杉本　久美 スギモト　クミ 饗場　真理子 アイバ　マリコ

キンタカ　アリサ 栗原　淳 クリハラ　ジュン 染谷　功 ソメヤ　イサオ 原田　智子 ハラダ　トモコ 藤本　妙子 フジモト　タエコ

金高　有紗 ジュニアダブルス 栗原　厚子 クリハラ　アツコ 松本　恭宜 マツモト　ヤスヨシ 日置 あゆみ ヒオキ アユミ 山田　ルミ子 ヤマダ　ルミコ

ナリサダ　ユウマ 宮崎　浩一郎 ミヤザキ　コウイチロウ 吉田　光宏 ヨシダ　ミツヒロ 小出　美弥子 コイデ　ミヤコ 吉井　ビビアン ヨシイ　ビビアン

成定　佑眞 田中　寛 タナカ　ヒロ 宮崎　尚代 ミヤザキ　ヒサヨ 須藤　元喜 スドウ　モトキ 栗田　由美 クリタ　ユミ 西成　桜音 ニシナリ　オイン

サトウ　スザク 竹下　愛夢 タケシタ　アイム 江成　俊一 エナリ シュンイチ 百済　謙一 クダラ　ケンイチ 畑澤　香 ハタザワ　カオリ 森　弘美 モリ　ヒロミ

佐藤　朱雀 竹内　健人 タケウチ　ケント 原田　智子 ハラダ　トモコ 藤崎　重俊 フジサキ　シゲトシ 阪本　佳代子 サカモト　カヨコ 小林　利恵 コバヤシ　リエ

オオタニ カリナ 小林　右京 コバヤシ　ウキョウ 佐々木　貴仁 ササキ　タカヒト 中城　健 ナカジョウ　ケン

大谷　佳里奈 堀　麟太郎 ホリ　リンタロウ 日置 あゆみ ヒオキ アユミ 西川　祐 ニシカワ　ユウ

ヨシイ　キアン 堀　桃介 ホリ　モモスケ 山田　匡 ヤマダ　タダシ 小竹　洋介 オダケ　ヨウスケ

吉井　希晏 本田　航大 ホンダ　コウダイ 山田　ルミ子 ヤマダ　ルミコ 藤田　義崇 フジタ　ヨシタカ

カワムラ　タツヤ 藤田　遼大 フジタ　リョウタ 篠原　圭 シノハラ　ケイ 相部　康志 アイベ　ヤスシ

河村　達哉 尾﨑　愛美 オザキ　マナミ 柳田　淳子 ヤナギダ　ジュンコ 藤本  純 フジモト　ジュン

藤森　美優 フジモリ　ミユ 畑澤　洋平 ハタザワ　ヨウヘイ 奥山　俊輔 オクヤマ　シュンスケ

中学生シングルス 瀬戸川　晧亮 セトガワ　コウスケ 畑澤　香 ハタザワ　カオリ 岩田　卓己 イワタ　タクミ

宮蔭　賢士 ミヤカゲ　ケンシ 岩田　吉広 イワタ　ヨシヒロ

ウエキ　アカリ 深澤　美羽 フカザワ　ミウ 一般ミックスダブルスB 蔵本　洋佑 クラモト　ヨウスケ

植木　あかり 関　華加 セキ　ハナカ 鈴木　雅也 スズキ　マサヤ

ニシマキ　ハルカ 豊島　慎二郎 トヨシマ　シンジロウ 奥山　俊輔 オクヤマ　シュンスケ 奥本　諒平　 オクモト　リョウヘイ

西巻　遼 院去　和彦 インキョ　カズヒコ 荒井　明日美 アライ　アスミ 松下　裕巳 マツシタ　ヒロミ

カトウ　アキラ 三浦　野々花 ミウラ　ノノカ 田子内　進 タコナイ　ススム 若森　英樹 ワカモリ　ヒデキ

加藤　明 大岡　梨乃 オオオカ　リノ 田子内　亜矢子 タコナイ　アヤコ 福田　淳一 フクダ　ジュンイチ

カワゴエ　フウヤ 永井　友哉 ナガイ　トモヤ 浜口　智子 ハマグチ　トモコ 石崎 豪 イシザキ　ツヨシ

川越　風矢 亀井　亮磨 カメイ　リョウマ 染谷　功 ソメヤ　イサオ 菊池　大輔 キクチ　ダイスケ

ナガイ　カズヤ 河本　七彩 カワモト　ナナセ 谷田　久和 タニダ　ヒサカズ 新谷　裕介 シンタニ　ユウスケ

永井　和哉 小林　星奈 コバヤシ　セナ 古川　樹里 フルカワ　ジュリ 金澤　亮二 カナザワ　リョウジ

イママキ　リョウ 仁井　佳音 ニイ　カノン 山本　直毅 ヤマモト　ナオキ 鹿内　雅直 チカナイ　マサナオ

今牧　遼 河本　凛音 カワモト　リンネ 山本　みどり ヤマモト　ミドリ 井村　壮一 イムラ　ソウイチ

ニュウドウ　カンタ 吉塚　さくら ヨシヅカ　サクラ 有馬　孝一 アリマ　コウイチ 鵜沼　寛之 ウヌマ　ヒロユキ

入道　寛太 祖父江　さくら ソブエ　サクラ 有馬　明美 アリマ　アケミ 佐々木　貴仁 ササキ　タカヒト

タハラ　ソラ 中松尾　悠 ナカマツオ　ユウ 尾原　大輔 オハラ　ダイスケ 阿部 穂高 アベ ホタカ

田原　空 城　晴透 ジョウ　ハルト 尾原　理絵 オハラ　リエ 伊藤　一範 イトウ　カズノリ

タハラ　ココロ 竹下　証夢 タケシタ　ツグム 池松　扇 イケマツ　オオギ 板頭　義貴 イタヅ　ヨシキ

田原　心 市川　伶 イチカワ　レイ 池松　頼子 イケマツ　ヨリコ 依田　英二 ヨダ　エイジ

阪本　仁子 サカモト　ニコ 白井　弘通 シライ　ヒロミチ

山口　桃寧 ヤマグチ　モモネ 池松　扇 イケマツ　オオギ

畑澤　里菜 ハタザワ　リナ 弓削田　恭平 ユゲタ　キョウヘイ

崎山　香蓮 サキヤマ　カレン 今牧　美穂子 イママキ　ミホコ

今牧　遼 イママキ　リョウ
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第68回　JJCテニストーナメント　参加者一覧
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小学校低学年ダブルス

備考

2017秋 第68回 阪本　志龍 上田　蒼昊 山口　幹太 竹熊　章太朗 堀　聞多 中城　凛子 大野　開世 角田　優真 下田　朋実 河村　遥嘉

2017春 第67回 竹内　健人 栗山　泰輔 上田　蒼昊 志賀　春紀

2016秋 第66回 池松　遥 谷　陽平 関塚　晴人 植木　智也 阪本　志龍 鶴田　響平 深澤　美羽 関　華加 三浦　野々花 町井　陽咲

2016春 第65回 小林　右京 志賀　勇紀 関塚　晴人 植木　智也 池松　遥 谷　陽平 佐藤　華帆 竹内　健人 西山　堅斗 羽生　光佑

2015秋 第64回 池松　遥 池松　里羽 佐藤　鴻己 樋口　悠斗 岩松　ドラン 谷　陽平 植木　智也 本田　航大 矢野　亜由美 渡邉　葵

2015春 第63回 杉本　華琉 谷　早帆子 大河原　遙人 深川　ちさほ 竹内　寛人 田中　来樹 渡邉　葵 渡邉　昇太 植木　智也 本田　航大

2014冬 第62回 植木　あかり 長崎　智美 杉本　華琉 髙田　らな 木谷　光希 藤木　孝太 地土　すずか 深川　ちさほ 泉　一颯 大河原　遙人

2014夏 第61回 長田　涼太郎 福井　春貴 杉本　華琉 髙田　らな 泉　一颯 大河原　遙人 兼子　森乃介 佐藤　鴻己 井澤　諭子 尾﨑　愛美

2013冬 第60回 柿沼　弥奈 松村　颯馬 泉　一颯 大河原　遙人 村瀬　陽昌 糀谷　蒼人

2013夏 第59回 亀山　俊平 藤木　考太 松村　楓馬 柿沼　弥奈

2012冬 第58回 鈴木　快 鈴木　仁 岡本　真優 西村　菜那

2012夏 第57回 曾原　拓海 鈴木　快 仁平　拓馬 山本　創

2011冬 第56回 水流　海太 長谷川　朋生 加藤　健輔 曾原　拓海 伊藤　玲里 鈴木　千尋 鈴木　まゆ 前田　理

ジュニア小学生シングルス

備考

2017秋 第68回 ジュニア

2017春 第67回 ジュニア

2016秋 第66回 ジュニア

ジュニアシングルス

備考

2017秋 第68回 中学生

2017春 第67回 中学生

2016秋 第66回 中学生

2016春 第65回 ジュニア

2015秋 第64回 ジュニア

2015春 第63回 ジュニア

2014冬 第62回 ジュニア

2014夏 第61回 ジュニア

2013冬 第60回

2013夏 第59回 ジュニア

2012冬 第58回 中学生

2012夏 第57回 中学生

2011冬 第56回 中学生

ジュニアダブルス

備考

2017秋 第68回 田中　寛 竹下　愛夢 豊島　慎二郎 院去　和彦 竹内　健人 小林　右京 尾﨑　愛美 藤森　美優 河本　七彩 小林　星奈 ジュニア

2017春 第67回 池松　里羽 池松　遥 仁井　航大 竹下　愛夢 志賀　勇紀 小林　右京 堀　麟太郎 堀　桃介 吉塚　さくら 祖父江　さくら ジュニア

2016秋 第66回 西村　菜那 猪坂　七星 仁井　航大 竹下　愛夢 小林　右京 志賀　勇紀 藤田　遼大 本田　航大 祖父江　さくら 吉塚　さくら ジュニア

2016春 第65回 杉本　華琉 谷　早帆子 樋口　悠斗 佐藤　鴻己 田中　来樹 竹内　寛人 尾崎　愛美 井澤　諭子 西村　菜那 猪坂　七星 ジュニア

2015秋 第64回 猪坂　七星 柳沢　ことの 荒井　裕樹 小栗　悠平 ジュニアＡ

2015秋 第64回 植木　あかり 長﨑　智美 仁井　航大 吉村　海星 井上　雄太 鶴田　翔真 中田　未桜 藤本　琴音 井澤　諭子 尾﨑　愛美 ジュニアＢ

2015春 第63回 田巻　藍 原田　真奈 猪坂　七星 柳沢　ことの ジュニアＡ

2015春 第63回 荒井　裕樹 小栗　悠平 小川　修矢 金原　悠樹 植木　あかり 長﨑　智美 荒井　智哉 西巻　遼 中田　遥 中田　未桜 ジュニアＢ

2014冬 第62回 福田　琉翔 横井　智希 岡本　真優 西村　菜那 梶川　恵理香 高梨　暖菜子 原田　真奈 小牧　秀明 猪坂　七星 柳沢　ことの ジュニア

2014夏 第61回 梶川　将吾 加藤　明 福田　琉翔 横井　智希　 梶川　恵理香 市川　結 長田　実久 近藤　　風佳 岡本　真優 西村　菜那 ジュニア

2013冬 第60回 長谷川　悠紀 日比　嵩人 内藤　慧 内藤　怜以 ジュニアＡ

2013冬 第60回 前本　龍志 星野　竜平 西尾　佳真 筑井　聡太 福田　琉翔 長﨑　勝信 鈴木　まゆ 井桁　良望 ジュニアＢ

2013夏 第59回 杉本　沙耶 松本　美羽 筑井　聡太 西尾　佳真 荒井　裕樹 渡邉　和真 木村　友 浪岡　大地 ジュニア

2012冬 第58回 鈴木　陸朗 長谷川　朋生 高木　杏奈 三木　裕真 内藤　慧 内藤　怜 渡邉　和真 荒井　裕樹 小学校高学年

2012夏 第57回 水流　海太 長谷川　朋生 杉本　沙弥 鈴木　千尋 一法師　温士 松井　健晃 鈴木　まゆ 鈴木　陸朗 小学校高学年

2011冬 第56回 長谷川　悠紀 西田　諒介 大玉　琴音 高梨　暖奈子 伊東　祐紀 藤井　亮 伊藤　美玲 内山　侑香 小学校高学年

シニア

備考

2017秋 第68回 不成立

2017春 第67回 永良　英輝 石森　伸浩 松下　裕巳 若森　英樹

2016秋 第66回 戸堀　勝廣 藤田　耕一 村松　靖夫 田中　伸郎 相部　康志 渡辺　一夫

2016春 第65回 松山　裕之 片山　直樹 奥田　勝則 熊田　和雄

2015秋 第64回 田中　充 戸堀　勝廣 奥田　勝則 熊田　和雄

2015春 第63回 相部　康志 村松　靖夫 片山　直樹 松山　裕之

2014冬 第62回 七野　俊和 村松　靖夫 斎藤　孝司 戸堀　勝廣

2014夏 第61回 廣岡　伸幸 内藤　孝範 水谷　聡 和田　義弘 片山　直樹 松山　裕之 中川　雅詞 林　泰年 木村　史郎 戸堀　勝廣

2013冬 第60回 相部　康志 内藤　孝範 中川　雅詞 林　恭年 片山　直樹 村松　靖夫 戸堀　勝廣 松山　裕之

2013夏 第59回 松原　洋史 村松　靖男 工藤　宏之 和田　義弘 相部　康志 熊田　和雄

一般ミックス A

備考

2017秋 第68回 篠原　圭 柳田　淳子 深澤　淳一 星野　裕子 宮蔭　和人 菊池　早奈 宮崎　浩一郎 宮崎　尚代 柳田　希与人 藤本　舞 ミックスA

2017春 第67回 岸田　行生 植木　まどか 深澤　淳一 齊藤　佳代 仲本　一護 冨田　裕子 吉田　光宏 堀　真紀子 宮蔭　和人 菊池　早奈 ミックス統合

2016秋 第66回 深澤　淳一 山口　由起 中城　健 植木　まどか 子田　俊之 金成　香 柳田　希与人 菊池　晴美 齊藤　佳代 坂井　一平 ミックスA

2016春 第65回 宮蔭　和人 齊藤　佳代 篠原　圭 井澤　明子 仲本　一護 柳田　淳子 川原　純治 川原　真由美 吉田　光宏 植木　まどか ミックスA

2015秋 第64回 井澤　明子 井澤　修 齊藤　佳代 深澤　淳一 畑山　衣仁子 須藤　元喜 川原　真由美 川原　純治 堀　真紀子 宮蔭　和人 ミックスA

2015春 第63回 増田　界 増田　和佳子 井澤　修 井澤　明子 藤本　正道 齊藤　佳代 藤田　祥大 松浦　佳月 仲本　一護 柳田　淳子 ミックスA

2014冬 第62回 谷沢　克矢 堀　真紀子 仲本　一護 柳田　淳子 松矢　篤之 畑山　衣仁子 藤本　正道 松浦　佳月 竹野　昇平 齊藤　佳代

2014夏 第61回 斎藤　孝司 柳田　淳子 井澤　修 井澤　明子 天野　隆晴 天野　睦美 金森　直人 入江　八寿恵 竹野　昇平 齊藤　佳代

2013冬 第60回 森本　昌泰 蜂谷　須磨子 寺島　弘太郎 柳田　淳子 竹野　昇平 堀　真紀子 荒井　裕二 荒井　裕子 井澤　修 井澤　明子

2013夏 第59回 長谷川　悠紀 松山　博美 森本　昌泰 蜂谷　須磨子 藤本　正道 松浦　佳月 竹野　昇平 菊地　茶麻里 望月　康司 曾原　圭子

2012冬 第58回 松山　安男 松山　博美 松原　洋史 松浦　佳月 橋本　仁志 太田　有美 森本　昌泰 中居　ミミン

2012夏 第57回 森本　昌泰 松山　幹 寺島　弘太郎 柳田　淳子 松山　安男 松山　博美 橋本　仁志 足立　歩

2012夏 第57回 森本　昌泰 松山　幹 寺島　弘太郎 柳田　淳子 松山　安男 松山　博美 橋本　仁志 足立　歩

一般ミックス B

備考

2017秋 第68回 奥山　俊輔 荒井　明日美 山本　直毅 山本　みどり 有馬　孝一 有馬　明美 池松　扇 池松　頼子 浜口　智子 染谷　功 ミックスB

2017春 第67回 不成立

2016秋 第66回 江成　俊一 原田　智子 畑澤　洋平 畑澤　香 池松　扇 池松　頼子 ミックスB

2016春 第65回 西川　祐 西川　史恵 石川　敬史 阪本　佳代子 畑澤　洋平 宮内　ゆかり 川田　聰 川田　幸 柳橋　雅之 松本　恵子 ミックスB

2015秋 第64回 西山　佐誉子 西山　健 岡本　真澄 岡本　昌洋 ミックスB

2015春 第63回 川原　純治 川原　真由美 生田　知浩 植木　まどか ミックスB

優勝 準優勝 3位 4位 コンソレ優勝

優勝 準優勝 3位 4位 コンソレ優勝

優勝 準優勝 3位 4位 コンソレ優勝

優勝 準優勝 3位 4位 コンソレ優勝

梢　皓翔　 中田　玄太郎 濱田　真帆 佐藤　魁星

佐藤　魁星 長谷川　悠紀 松原　海斗

長谷川　朋生 杉本　沙弥 内藤　怜以 長﨑　勝信

長谷川　悠紀 曾原　拓海 水流　海太

田巻　雄介 長谷川　朋生

杉本　沙弥 長﨑　勝信 梶川　将吾 貴田　悠斗 加藤　明

内藤　慧 松野　一輝 杉本　沙弥 内藤　怜似 長﨑　勝信

梶川　将吾 加藤　明

杉本　沙弥 長﨑　勝信

コンソレ優勝

植木　あかり 西巻　遼

梶川　将吾 加藤　明 白石　悠 小川　修矢

竹内　寛人 樋口　悠斗 金成　悠司 植木　智也 松木　優花

杉本　華琉 竹内　寛人

優勝 準優勝 3位 4位 コンソレ優勝

池松　遥 河村　達哉 植木　智也

今牧　遼 植木　あかり 西巻　遼 川越　風矢 加藤　明

JJC テニストーナメント　個人成績　（ジュニア＆ミックス)

優勝 準優勝 3位 4位 コンソレ優勝

植木　あかり 竹内　寛人 田中　来樹 鶴田　晴輝 樋口　悠斗

優勝 準優勝 3位 4位



男子ダブルスA

2017秋 第68回 坂井　一平 篠原　圭 宮蔭　和人 深澤　淳一 池田　朋弘 杉山　洋平 奥山　俊輔 岩田　卓己 染谷　功 松本　恭宜

2017春 第67回 生田　知浩 池田　朋弘 宮蔭　和人 深澤　淳一 篠原　圭 仲本　一護 竹野　昇平 坂井　一平 蔵本　洋佑 新谷　裕介

2016秋 第66回

2016春 第65回 片山　直樹 篠原　圭 生田　知浩 池田　朋弘 竹野　昇平 坂井　一平 都島　裕二 都島　拓人 西川　祐 中城　健

2015秋 第64回 篠原　圭 仲本　一護 生田　知浩 池田　朋弘 井澤　修 須藤　元喜 深澤　淳一 宮蔭　和人 宇佐美　克明 辻　友徳

2015春 第63回 谷沢　克矢 松野　員人 中城　健 藤本　正道 井澤　修 須藤　元喜 河合　栄吉 斎藤　孝司 竹野　昇平 藤田　祥大

2014冬 第62回 谷沢　克矢 松矢　篤之 岸田　行生 山田　匡 嶋田　優太郎 田巻　雄介 仲本　一護 斎藤　孝司 戸堀　勝廣 松原　洋史

2014夏 第61回 篠原　圭 松野　員人 谷沢　克矢 松矢　篤之 井上　孝彦 岸田　行生 内藤　孝範 牧　裕也 菅原　裕樹 松岡　和夫

2013冬 第60回 松浦　佳月 森本　昌泰 岸田　行生 和田　義弘 松矢　篤之 和里田　修一 曽我部　博之 牧　裕也 相部　康志 藤田　祥大

2013夏 第59回 佐原　大介 藤井　行将 松原　洋史 村松　靖夫 松浦　佳月 森本　昌泰 岸田　行生 和田　義弘 井澤　修 井本　雅雄

2012冬 第58回 橋本　仁志 松原　洋史 鈴木　直人 村松　靖夫 井澤　修 井本　雅雄 藤田　耕一 松山　安男 戸堀　勝廣 森本　昌泰

2012夏 第57回 大岡　聡 日笠　浩之 戸掘　勝廣 森本　昌泰 大淵　雄介 村松　靖夫 内藤　孝範 藤本　正道 藤田　耕一 松山　安男

2011冬 第56回 橋本　仁志 森本　昌泰 塚本　絵里 塚本　義弘 須藤　元喜 寺島　弘太郎 村松　靖夫 吉田　俊昭

男子ダブルスB

2017秋 第68回

2017春 第67回 石崎 豪 中松尾　剛 永良　英輝 石森　伸浩 池松　扇 長谷川　俊介 河原　達也 宮澤　睦 田中　陽二郎 南波　隆哲

2016秋 第66回

2016春 第65回 柳橋　雅之 新谷　裕介 鈴木　雅也 嶋田　和将 松下　裕巳 若森　英樹 本田　信一郎 馬場　健 河原　達也 松本　慎一郎

2015秋 第64回 岩田　卓巳 福田　淳一 岩間　亮二 山下　吉宣

2015春 第63回 石川　敬史 港　和哉 井上　正一 金森　直人

2014冬 第62回 大神　勇 戸崎　敏夫 長谷川　元信 長谷川　朋生

2014夏 第61回 菅野　正一 矢倉　邦夫 川田　聰 熊田　和雄 金森　直人 谷本　俊夫 松本　慎一郎 鈴木　芳一 井桁　英樹 長谷川　元信

2013冬 第60回 梶川　将史 藤原　暁 川田　聰 熊田　和雄 川崎　のりひろ 高橋　健一郎 金森　直人 谷本　俊夫

2013夏 第59回 岡部　卓夫 福澄　正規 尾上　健一 鵜沼　寛之 貞松　宏茂 宮崎　武

2012冬 第58回 井桁　英樹 長谷川　悠紀 長谷川　元信 仁平　剛 久保田　晃 中村　修三 春日　勇治 宮本　利英

2012夏 第57回 佐藤　魁星 　鈴木　涼太 春日　勇治 宮本　利英 内野　勝夫 塚原　修

2011冬 第56回 和田　義弘 佐々木　仁 安室　進吾 仁平　剛

女子ダブルスA

2017秋 第68回 柳田　淳子 星野　裕子 菊地　早奈 植木　まどか 堀　真紀子 藤本　舞 尾﨑　美紀 藤森　純子 安延　陽子 宮崎　尚代

2017春 第67回 齊藤　佳代 堀　真紀子 冨田　裕子 金成　香

2016秋 第66回

2016春 第65回 西山　佐誉子 富田　裕子 齊藤　佳代 井澤　明子 植木　まどか 堀　真紀子 荒井　裕子 垣内　理佐 梶川　恵理香 杉本　沙弥

2015秋 第64回 齊藤　佳代 柳田　淳子 井澤　明子 堀　真紀子 西山　佐誉子 八木　加奈子 杉本　久美 谷　裕子 池松　頼子 畑山　衣仁子

2015春 第63回 井澤　明子 柳田　淳子 齊藤　佳代 堀　真紀子 黒田　美加 松浦　佳月 杉本　久美 谷　裕子 畑山　衣仁子 藤森　純子

2014冬 第62回 上野　由香里 西原　陽子 地土　百恵 畑山　衣仁子 井澤　明子 柳田　淳子 泉　純子 武田　裕子 齊藤　佳代 堀　真紀子

2014夏 第61回 齊藤　佳代 西原　陽子 上野　由香里 畑山　衣仁子 入江　八寿恵 川田　幸 杉本　久美 金子　レニー 井澤　明子 柳田　淳子

2013冬 第60回 堀　真紀子 柳田　淳子 上野　由香里 畑山　衣仁子 西原　陽子 松本　智子 岡部　直子 垣内　理佐 西尾　裕子 仁平　純子

2013夏 第59回 太田　由美 曾原　圭子 西原　陽子 松本　智子 堀　真紀子 柳田　淳子 上野　由香里 藤本　けい

2012冬 第58回 松浦　佳月 柳田　淳子 西原　陽子 丹羽　佐智子 太田　有美 曾原　圭子 堀　真紀子 中居　ミミン

2012夏 第57回 上野　由香里 西原　陽子 足立　歩 篠原　美幸 堀　真紀子 柳田　淳子 曾原　圭子 中居　ミミン

2011冬 第56回 伊藤　裕子 西原　陽子 黒田　美香 松浦　佳月 凌　美智子 永井　輝江 大玉　佳代 岡部　直子

女子ダブルスB

2017秋 第68回 有馬　明美 京楽　香織 茂木　知美 三浦　早紀子 鳥羽　千恵 竹島　扶美江 尾原　理絵 川越　夢希 藤本　妙子 山田　ルミ子

2017春 第67回 阪本　佳代子 畑澤　香 安延　陽子 堀内　素子 有馬　明美 京楽　香織 三浦　早紀子 茂木　知美 西川　史恵 本田　七菜子

2016秋 第66回

2016春 第65回 池松　頼子 石河　宣子 井出　美香 町井　志麻 阪本　佳代子 梶川　郁子 堀内　素子 中村　まゆ子 原田　智子 後藤　清美

2015秋 第64回 大河原　えり子 中田　恵子 稲見　なな子 宮内　ゆかり 原田　智子 後藤　清美 杉山　紀子 八木　明子 阪本　佳代子 髙木　恵理幸

2015春 第63回 梶川　恵理香 杉本　沙弥 尾﨑　美紀 川原　真由美 大河原えり子 中田　恵子 松本　恵子 宮内　ゆかり 小栗　奈緒美 杉浦　美樹

2014冬 第62回 井上　由希 植木まどか 駒形　園未 三上　敬子 宮内　くるみ 宮内　ゆかり 杉山　紀子 八木　明子 尾崎　美紀 川原　真由美

2014夏 第61回 天野　睦美 藤森　純子 柿沼　道子 菊池　晴美 井上　由希 植木　まどか 大河原　えり子 筑井　亜紀子 阪本　佳代子 髙橋　順子

2013冬 第60回 伊藤　未佳 鶴田　美智子 泉　純子 武田　裕子 地土　百恵 地土　そよか 松本　恵子 岸田　佐代子

2013夏 第59回 杉本　久美 竹村　悦子 奥村　裕江 金子　レニー 駒形　園美 福井　有紀 伊藤　未佳 鶴田　美智子

2012冬 第58回 鈴木　知子 藤井　恵子 西尾　裕子 蜂谷　須磨子 伊藤　未佳 木村　眞由美 亀山　智英子 藤木　真由美

2012夏 第57回 仁平　純子 安室　真由美 足立　彩乃 地土　百恵 濱田　有香 三上　敬子 伊藤　未佳 繁昌　久美

2011冬 第56回 佐野　純 堤　智美 荒川　麻由美 小林　有希子 荒木　史子 鶴田　美智子 濱田　有香 三上　敬子

女子ダブルスC

2014冬 第62回 山崎　路子 　村井　千賀 井出　美香 町井　志麻

前大会 前々回大会

優勝 90 54

準優勝 30 18

3位 10 6

4位 3 1

シードポイント

優勝 準優勝 3位 4位 コンソレ優勝

準優勝 3位 4位 コンソレ優勝

雨天中止

優勝

雨天中止

優勝 準優勝 3位 4位 コンソレ優勝

雨天中止

準優勝 3位 4位 コンソレ優勝

優勝 準優勝 3位 4位 コンソレ優勝

JJC テニストーナメント　個人成績　（男子＆女子ダブルス)

雨天中止

優勝



第68回　JJCテニストーナメント　2017年11月11日（土）　《 小学生低学年ダブルス 》

★[ ]付はシード選手。

★表彰：優勝・準優勝・3位・

　　コンソレーション優勝 阪本　志龍 サカモト　シリュウ

★組み合わせは当日抽選。 上田　蒼昊 ウエダ　ソウゴ

6

0
瀬戸川　竣亮 セトガワ　シュンスケ

宮蔭　哲士 ミヤカゲ　テツシ

2 6

4 1
畑澤　悠也 ハタザワ　ユウヤ

森　悠翔 モリ　ユウト

3

6

コンソレ 大野　開世 オオノ　カイセイ

決勝 角田　優真 ツノダ　ユウマ 決勝
下田　朋実 1 6 阪本　志龍

河村　遥嘉 4 1 上田　蒼昊

山口　幹太 ヤマグチ　カンタ

竹熊　章太朗 タケクマ　ショウタロウ

6

1
下田　朋実 シモダ　ホノミ

河村　遥嘉 カワムラ　ハルカ

6

5
4 堀　聞多 ホリ　モンタ

1 中城　凛子 ナカジョウ　リンコ

6
5

安田　叡司 ヤスダ　エイジ
鈴木　統也 スズキ　トウヤ

コンソレーション 本　　　　　戦

7

5

6

4

2

8

1[1]

3



第68回　JJCテニストーナメント　2017年11月11日（土）　《 小学生シングルス 》

★[ ]付はシード選手。

★表彰：優勝・準優勝・3位・

　　コンソレーション優勝

★組み合わせは当日抽選。 タケウチ　ヒロト
竹内　寛人

6
ナリサダ　ユウマ 1

成定　佑眞

1
6

ニノミヤ　アヤネ
二宮　綾音 6

4 1
1

イケマツ　ハル
池松　遥

6
0

サトウ　スザク
佐藤　朱雀

4 6
0 4

カワハラ　リン
河原　凛

0
6

コンソレ コバヤシ　タイヨウ

決勝 小林　太陽 決勝
ウエキ　トモヤ 2 2 スギモト　ハル

植木　智也 4 6 杉本　華琉
オオタニ カリナ
大谷　佳里奈

2
6

カワムラ　タツヤ

河村　達哉

4 6
1 0

ササキ　ユウスケ

佐々木　祐輔

7
5

ヨシイ　キアン
吉井　希晏

1 0
4 6

キンタカ　アリサ
金高　有紗

0
6

0 スギモト　ハル

4 杉本　華琉 6
1

ウエキ　トモヤ
植木　智也

12

13

[2] 14

9

10

11

6

7

8

3

4

5

[1] 1

コンソレーション 本　　　　　戦

2



第68回　JJCテニストーナメント　2017年11月11日（土）　　《 中学生シングルス 》

★[ ]付はシード選手。

★表彰：優勝・準優勝・3位・

　　コンソレーション優勝

★組み合わせは当日抽選。 ウエキ　アカリ
植木　あかり

6
タハラ　ソラ 3
田原　空

6
4

タハラ　ココロ
田原　心 6

1 1
4

ナガイ　カズヤ
永井　和哉

2
6

コンソレ カワゴエ　フウヤ
決勝 川越　風矢 決勝

カトウ　アキラ 1 1 イママキ　リョウ
加藤　明 4 6 今牧　遼

カトウ　アキラ
加藤　明

3
4 6
1 イママキ　リョウ

今牧　遼
6
0

ニュウドウ　カンタ
入道　寛太

5
7

ニシマキ　ハルカ

西巻　遼

[1] 1

コンソレーション 本　　　　　戦

4

5

2

3

[2] 9

6

7

8



第68回　JJCテニストーナメント　2017年11月11日（土）　　《 ジュニアダブルス 》

★[ ]付はシード選手。

★表彰：優勝・準優勝・3位・コンソレーション優勝

★組み合わせは当日抽選。 田中　寛 タナカ　ヒロ

竹下　愛夢 タケシタ　アイム

6

河本　七彩 カワモト　ナナセ 0

小林　星奈 コバヤシ　セナ
1

6

4 中松尾　悠 ナカマツオ　ユウ
0 城　晴透 ジョウ　ハルト

6

0

仁井　佳音 ニイ　カノン

河本　凛音 カワモト　リンネ
1

6

吉塚　さくら ヨシヅカ　サクラ

祖父江　さくら ソブエ　サクラ
4 6

2 1

畑澤　里菜 ハタザワ　リナ

崎山　香蓮 サキヤマ　カレン
3

6

4 尾﨑　愛美 オザキ　マナミ
3 藤森　美優 フジモリ　ミユ

6

3

竹下　証夢 タケシタ　ツグム

市川　伶 イチカワ　レイ
3

6

コンソレ 本田　航大 ホンダ　コウダイ
決勝 藤田　遼大 フジタ　リョウタ 決勝

河本　七彩 4 6 田中　寛

小林　星奈 2 3 竹下　愛夢

堀　麟太郎 ホリ　リンタロウ

堀　桃介 ホリ　モモスケ
0

6

豊島　慎二郎 トヨシマ　シンジロウ

院去　和彦 インキョ　カズヒコ
4 6

1 3

阪本　仁子 サカモト　ニコ

山口　桃寧 ヤマグチ　モモネ
6

0

三浦　野々花 ミウラ　ノノカ

大岡　梨乃 オオオカ　リノ
4 7

0 5

瀬戸川　晧亮 セトガワ　コウスケ

宮蔭　賢士 ミヤカゲ　ケンシ
4

6

1 永井　友哉 ナガイ　トモヤ
4 亀井　亮磨 カメイ　リョウマ

3

6

深澤　美羽 フカザワ　ミウ

関　華加 セキ　ハナカ
0

6

竹内　健人 タケウチ　ケント

小林　右京 コバヤシ　ウキョウ

16

[2] 17

11

12

13

14

15

8

[4] 9

[3] 10

コンソレーション

7

本　　　戦

[1] 1

2

3

4

5

6



第68回　JJCテニストーナメント　2017年11月11日（土）　　《 一般ミックスダブルスA 》

★[ ]付はシード選手。

★表彰：優勝・準優勝・3位・

　　コンソレーション優勝 新谷　裕介 シンタニ　ユウスケ
★組み合わせは事前抽選。 植木　まどか ウエキ　マドカ

0

4 1

吉田　光宏 ヨシダ　ミツヒロ 6

堀　真紀子 ホリ  マキコ

2

6

宮蔭　和人 ミヤカゲ　カズト 3
菊地　早奈 キクチ　サナ

4 3

1 6

篠原　圭 シノハラ　ケイ

柳田　淳子 ヤナギダ　ジュンコ

6

2

江成　俊一 エナリ シュンイチ

原田　智子 ハラダ　トモコ

1 6

4 0

山田　匡 ヤマダ　タダシ

山田　ルミ子 ヤマダ　ルミコ

1

6

コンソレ 仲本　一護 ナカモト　カズモリ

決勝 冨田　裕子 トミタ　ユウコ 決勝

柳田　希与人 2 6 篠原　圭

藤本　舞 4 3 柳田　淳子

中城　健 ナカジョウ　ケン

金成　香 カナリ　カオリ

3

6

宮崎　浩一郎 ミヤザキ　コウイチロウ

宮崎　尚代 ミヤザキ　ヒサヨ

1 6

4 1

佐々木　貴仁 ササキ　タカヒト

日置 あゆみ ヒオキ アユミ

7

5

柳田　希与人 ヤナギダ　キヨト

藤本　舞 フジモト　マイ

4 1

1 6

栗原　淳 クリハラ　ジュン

栗原　厚子 クリハラ　アツコ

5

7

4 藤崎　重俊 フジサキ　シゲトシ

3 尾﨑　美紀 オザキ ミキ

2

6

畑澤　洋平 ハタザワ　ヨウヘイ

畑澤　香 ハタザワ　カオリ

2

6

深澤　淳一 フカザワ　ジュンイチ

星野　裕子 ホシノ　ユウコ

[1] 1

2

コンソレーション 本戦

5

[2] 15

9

10

11

12

13

14

[4]

[3]

4

6

7

8



第68回　JJCテニストーナメント　2017年11月11日（土）　　《 一般ミックスダブルスB 》

★[ ]付はシード選手。

★表彰：優勝・準優勝・3位・ 有馬　孝一 アリマ　コウイチ
    コンソレーション優勝 有馬　明美 アリマ　アケミ
★組み合わせは事前抽選。 6

0

谷田　久和 タニダ　ヒサカズ
古川　樹里 フルカワ　ジュリ

4 2
3 6

田子内　進 タコナイ　ススム
田子内　亜矢子 タコナイ　アヤコ

1
6

コンソレ 奥山　俊輔 オクヤマ　シュンスケ
決勝 荒井　明日美 アライ　アスミ 決勝

浜口　智子 1 6 奥山　俊輔
染谷　功 4 3 荒井　明日美

池松　扇 イケマツ　オオギ
池松　頼子 イケマツ　ヨリコ

6
1

浜口　智子 ハマグチ　トモコ
染谷　功 ソメヤ　イサオ

4 0
1 6

尾原　大輔 オハラ　ダイスケ
尾原　理絵 オハラ　リエ

4
6

山本　直毅 ヤマモト　ナオキ
山本　みどり ヤマモト　ミドリ

7

8

6

コンソレーション 本　　　　　戦

5

3

4

2

1



第68回　JJCテニストーナメント　2017年11月12日（日）  《 一般男子ダブルスA 》

★[ ]付はシード選手。

★表彰：優勝・準優勝・3位・

　　コンソレーション優勝

★組み合わせは事前抽選。 生田　知浩 イクタ　トモヒロ
大泉　信一 オオイズミ　シンイチ

6
小竹　洋介 オダケ　ヨウスケ 1
藤田　義崇 フジタ　ヨシタカ

6
4

松下　裕巳 マツシタ　ヒロミ
若森　英樹 ワカモリ　ヒデキ

2
6

相部　康志 アイベ　ヤスシ
1 藤本  純 フジモト　ジュン
4 Def

今牧　美穂子 イママキ　ミホコ
今牧　遼 イママキ　リョウ

2
6

百済　謙一 クダラ　ケンイチ
藤崎　重俊 フジサキ　シゲトシ

5
7

奥山　俊輔 オクヤマ　シュンスケ 2
2 岩田　卓己 イワタ　タクミ 6
4

都島　裕二 ツシマ　ユウジ
宮崎　浩一郎 ミヤザキ　コウイチロウ

4
0 4

福田　淳一 フクダ　ジュンイチ 6

石崎 豪 イシザキ　ツヨシ
3

1 6
4 中城　健 ナカジョウ　ケン

西川　祐 ニシカワ　ユウ
5
7

染谷　功 ソメヤ　イサオ
松本　恭宜 マツモト　ヤスヨシ

3
6

岩田　吉広 イワタ　ヨシヒロ
蔵本　洋佑 クラモト　ヨウスケ 3

6

コンソレ 宮蔭　和人 ミヤカゲ　カズト
決勝 深澤　淳一 フカザワ　ジュンイチ 決勝

染谷　功 4 0 坂井　一平
松本　恭宜 1 6 篠原　圭

坂井　一平 サカイ　イッペイ
篠原　圭 シノハラ　ケイ

6
依田　英二 ヨダ　エイジ 1
白井　弘通 シライ　ヒロミチ

1
6

井村　壮一 イムラ　ソウイチ
鵜沼　寛之 ウヌマ　ヒロユキ 6

Def 4

伊藤　一範 イトウ　カズノリ
板頭　義貴 イタヅ　ヨシキ

0
6

1 滑志田　謙 ナメシダ　ケン
4 柳田　希与人 ヤナギダ　キヨト

6
1

鈴木　雅也 スズキ　マサヤ
奥本　諒平　 オクモト　リョウヘイ

0
6

栗原　淳 クリハラ　ジュン
寺尾　俊彦 テラオ　トシヒコ

3 7
4 5

金澤　亮二 カナザワ　リョウジ
鹿内　雅直 チカナイ　マサナオ

4
6

鈴木　章人 スズキ　アキヒト
二宮　譲 ニノミヤ　ユズル

6
1

池松　扇 イケマツ　オオギ
弓削田　恭平 ユゲタ　キョウヘイ

1 Def
4

吉田　光宏 ヨシダ　ミツヒロ
須藤　元喜 スドウ　モトキ

4
6

佐々木　貴仁 ササキ　タカヒト
阿部 穂高 アベ ホタカ

7
5

菊池　大輔 キクチ　ダイスケ
新谷　裕介 シンタニ　ユウスケ 2

6

池田　朋弘 イケダ　トモヒロ
杉山　洋平 スギヤマ　ヨウヘイ

10

[1] 1

2

15

3

11

16

12

[3] 14

18

17

[4] 13

[5]

24

21

22

23

19

9

6

7

コンソレーション 本　　　　　戦

[2] 27

25

26

20

4

5

8



第68回　JJCテニストーナメント　2017年11月12日（日）  《 一般女子ダブルスA 》

★[ ]付はシード選手。

★表彰：優勝・準優勝・3位・コンソレーション優勝 堀　真紀子 ホリ  マキコ

★組み合わせは当日抽選。 藤本　舞 フジモト　マイ

6
原田　智子 ハラダ　トモコ 4
日置 あゆみ ヒオキ アユミ

0
6

池松　頼子 イケマツ　ヨリコ

杉本　久美 スギモト　クミ

2 2
4 6

星野　裕子 ホシノ　ユウコ

柳田　淳子 ヤナギダ　ジュンコ

6

1
コンソレ 畑澤　香 ハタザワ　カオリ

決勝 阪本　佳代子 サカモト　カヨコ 決勝
安延　陽子 0 6 星野　裕子

宮崎　尚代 4 3 柳田　淳子

菊地　早奈 キクチ　サナ

植木　まどか ウエキ　マドカ

6
山本　みどり ヤマモト　ミドリ 2
鈴木　あゆ美 スズキ　アユミ

6

2
安延　陽子 ヤスノベ　ヨウコ

宮崎　尚代 ミヤザキ　ヒサヨ

6
0

4 小出　美弥子 コイデ　ミヤコ

3 栗田　由美 クリタ　ユミ

1
6

4 尾﨑　美紀 オザキ　ミキ

0 藤森　純子 フジモリ　ジュンコ 6
1

金成　香 カナリ　カオリ

垣内　里佐 カキウチ　リサ
[2] 11

4

9

7

8

10

3

5

[3] 6

[1] 1

コンソレーション 本　　　　　戦
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第68回　JJCテニストーナメント　2017年11月12日（日）  《 一般女子ダブルスB 》

★[ ]付はシード選手。

★表彰：優勝・準優勝・3位・コンソレーション優勝 有馬　明美 アリマ　アケミ

★組み合わせは当日抽選。 京楽　香織 キョウラク　カオリ

6
吉渡　美紀 ヨシワタリ　ミキ 1
曽我　陽子 ソガ　ヨウコ

4
6

3 森　弘美 モリ　ヒロミ

4 小林　利恵 コバヤシ　リエ

6
3

藤本　妙子 フジモト　タエコ

山田　ルミ子 ヤマダ　ルミコ

0

6
コンソレ 鳥羽　千恵 トバ　チエ

決勝 竹島　扶美江 タケシマ　フミエ 決勝
藤本　妙子 4 6 有馬　明美

山田　ルミ子 3 1 京楽　香織

尾原　理絵 オハラ　リエ

川越　夢希 カワゴエ　ユキ

6
杉田　呂子 スギタ　トモコ 2
守永　幸子 モリナガ　ユキコ

6

3
永井　敦子 ナガイ　アツコ

吉田　倫子 ヨシダ　ミチコ

4 4
1 6

吉井　ビビアン ヨシイ　ビビアン

西成　桜音 ニシナリ　オイン

4
6

高木　美和 タカギ　ミワ

饗場　真理子 アイバ　マリコ 1
6

茂木　知美 モギ　トモミ

三浦　早紀子 ミウラ　サキコ
[2] 11

8

9

10

3

7

4

5

6

[1] 1

コンソレーション 本　　　　　戦

2


