
202３年ジュニア試合結果



優勝 　長谷川良菜

優勝 　駒田唯衣

優勝 　長谷川良菜

全国小学生テニス愛知県予選

女子シングルス

東海毎日ジュニア選手権

U14女子シングルス

3月

愛知ジュニアグランプリ

U12女子シングルス2月



3位 　白橋永晟

準優勝 　青木陽菜

準優勝 　竹山楓恋

3位 　廣瀨羽奈

中2男子シングルス

岐阜ジュニア学年別テニストーナメント

中1女子シングルス

岐阜ジュニア学年別テニストーナメント

小6女子シングルス

岐阜ジュニア学年別テニストーナメント

小3女子シングルス

岐阜ジュニア学年別テニストーナメント

2月



準優勝 　駒田唯衣

優勝 　長谷川良菜

4位 　廣瀨羽奈

優勝 　駒田唯衣

中高生女子シングルス

1月

MUFGジュニア 愛知県予選

女子シングルス

各務原オープンジュニア

小学生女子シングルス

各務原オープンジュニア

低学年女子シングルス

各務原オープンジュニア



2022年ジュニア試合結果



優勝 　長谷川良菜

優勝 　駒田唯衣

優勝 　長谷川良菜

3位 　三石桃香

12月

東海ジュニアテニストーナメント

U12女子ダブルス

東海ジュニアテニストーナメント

U14女子シングルス

東海ジュニアテニストーナメント

U12女子シングルス

岐阜ジュニアウィンターテニストーナメント

中学生女子シングルス



4位 　廣瀬羽奈

3位 　渡辺脩太

準優勝 　駒田唯衣

3位 　駒田唯衣

岐阜ジュニアウィンターテニストーナメント

12月

低学年女子シングルス

岐阜ジュニアウィンターテニストーナメント

中学生男子シングルス

HDDIE　HERR　アメリカ　　　

U12女子シングルス

Orange Bowl　アメリカ　　　

U12女子シングルス



3位 　白橋乃詠

3位 　白橋乃詠

3位 　竹山楓恋

4位 　安江杏心

11月

東海毎日ジュニアテニス岐阜県予選

U18女子ダブルス

東海毎日ジュニアテニス岐阜県予選

U14女子ダブルス

東海毎日ジュニアテニス岐阜県予選

U12女子ダブルス

U18女子シングルス

10月

東海毎日ジュニアテニス岐阜県予選



準優勝 　渡辺脩太

準優勝 　渡辺脩太

優勝　全国出場 　駒田唯衣

6位　全国出場 　渡辺脩太

RSK全国選抜　東海地域予選

男子シングルス

東海毎日ジュニアテニス岐阜県予選

U14男子シングルス

東海毎日ジュニアテニス岐阜県予選

U14男子ダブルス

RSK全国選抜　東海地域予選

女子シングルス

10月

9月



3位 　畑田莉央奈

優勝 　長谷川良菜

優勝 　長谷川良菜

3位 　村椿倖翔

朝日杯争奪テニスジュニア大会

9月

8月

低学年女子シングルス

朝日杯争奪テニスジュニア大会

小学生女子シングルス

富士薬品セイムスガールズカップ2022決勝大会

岐阜女子連主催小学生シングルス

男子シングルス



準優勝　全国出場 　駒田唯衣

優勝 　駒田唯衣

優勝 　白橋乃詠

準優勝 　安江杏心

U15全国選抜ジュニア東海地域予選

女子シングルス

全日本ジュニアテニス選手権大会

U12女子シングルス

岐阜県ジュニアテニス選手権

U17女子シングルス

岐阜県ジュニアテニス選手権

U11女子ダブルス

8月



準優勝 　渡辺脩太

優勝 　駒田唯衣

Best16 　長谷川良菜

優勝 　長谷川良菜

岐阜県ジュニアテニス選手権

8月

U13男子シングルス

全国小学生テニス選手権大会

女子シングルス

全国小学生テニス選手権大会

女子シングルス

愛知県ジュニアテニス選手権

U11女子ダブルス



優勝 　長谷川良菜

優勝 　三石桃香

準優勝 　安江凛心

3位 　青木陽菜

8月

愛知県ジュニアテニス選手権

U11女子シングルス

岐阜ジュニア夏季新人戦

中学女子シングルス

岐阜ジュニア夏季新人戦

中学女子シングルス

岐阜ジュニア夏季新人戦

中学女子シングルス



3位 　駒田唯衣

優勝 　駒田唯衣

優勝 全国出場 　駒田唯衣

準優勝 　畑田莉央奈

7月

O pohar mesta Rakovnik　チェコ　　　

U12女子シングルス

Barchen　Cup　ドイツ　　　

U12女子シングルス

東海中日ジュニアテニス選手権

U12女子シングルス

岐阜ジュニアサマーテニストーナメント

U11女子シングルス



優勝 全国出場 　駒田唯衣

5位　全国出場  長谷川良菜

準優勝 　廣瀬　仲

4位  廣瀬　仲

全国小学生テニス東海地域予選

6月

5月

女子シングルス

全国小学生テニス東海地域予選

女子シングルス

全日本ジュニアテニス岐阜県予選

U16男子ダブルス

全日本ジュニアテニス岐阜県予選

U16男子シングルス



優勝 　白橋乃詠

3位  池戸来望

準優勝 　竹山楓恋

準優勝  竹山楓恋

5月

全日本ジュニアテニス岐阜県予選

U16女子シングルス

全日本ジュニアテニス岐阜県予選

U16女子シングルス

全日本ジュニアテニス岐阜県予選

U12女子ダブルス

全日本ジュニアテニス岐阜県予選

U12シングルス



３位 福田　蒼

3位  白橋永晟

優勝 全国出場  池戸来望

準優勝 全国出場  池戸来望

女子ダブルス

全日本ジュニアテニス岐阜県予選

U14男子シングルス

インターハイ岐阜県予選

女子ダブルス

インターハイ岐阜県予選

女子シングルス

5月

インターハイ岐阜県予選



準優勝  竹山楓恋

優勝 　池戸来望

優勝  駒田唯衣

準優勝 　長谷川良菜

3月

全国小学生テニス岐阜県予選

女子シングルス

東海毎日ジュニア選手権

U16女子ダブルス

全国小学生テニス愛知県予選

女子シングルス

全国小学生テニス愛知県予選

女子シングルス



3位 　青木一栞

3位 　白橋永晟

準優勝 　駒田唯衣

優勝  畑田莉央奈

女子シングルス

岐阜ジュニア学年別テニストーナメント

中1男子シングルス

各務原オープンジュニアテニストーナメント

中高生女子シングルス

各務原オープンジュニアテニストーナメント

低学年女子シングルス

愛知県小学生グリーンボール大会

3月

2月

1月



3位 　畑田莉央奈

準優勝  渡辺脩太

愛知ジュニアウィンターテニストーナメント

1月

U10女子シングルス

各務原オープンジュニアテニストーナメント

中高生男子シングルス



２０１７年度 Jr. 試合結果

●U14 男子

準優勝　山田　雅貴

●U14 女子

☆優勝　　長谷川　愛依

〈全日本 Jr. 東海予選〉

《全日本 Jr.》

●U14 女子

３位　　長谷川　愛依

《全国中学生大会》

☆優勝　　長谷川　愛依



 

 

 

 

2016 年度 

◯中牟田杯 東海予選 

女子ダブルス準優勝   

川出・高橋ペア(共に中３、トップタレント) 

女子シングルス３位   

川出莉子(中３、トップタレント) 

 

◯全国中学生 

女子ダブルス３位  全国３位!! 

川出莉子(中３、トップタレント) 

 

◯全日本ジュニアＵ１２ 

男子シングルス・ダブルス優勝  日本一!! 

ジョーンズ・怜音(小６、アカデミー卒業生) 

 

◯岐阜サマーテニス大会 

１６才以下女子３位  

高橋有優(中３、トップタレント) 

１４才以下男子優勝  



山田雅貴(中１、トップタレント) 

１０才以下男子３位  

上川慶太郎(小４、トップアスリート) 

 

◯全国選抜ジュニアＵ１２ 

男子シングルス優勝  日本一!! 

ジョーンズ・怜音(小６、アカデミー卒業生) 

 

◯全国中学生東海予選 

女子ダブルス優勝  

川出莉子(中３、トップタレント) 

 

2015 年度 

◯岐阜ウィンターテニス大会 

中学生男子ダブルス優勝  

山岸勇貴(中３、トップタレント) 

中学生女子シングルス優勝  

高橋有優(中２、トップタレント) 

小学生男子シングルス優勝  

山田雅貴(小６、トップタレント) 

小学生男子ダブルス優勝  



山田雅貴(小６、トップタレント) 

 

◯全国小学生大会 

シングルス全国ベスト８  

白木幹人(小６、トップタレント) 

◯全日本ジュニア 

U１２シングルス全国ベスト１６  

白木幹人(小６、トップタレント) 

ジョーンズ怜音(小５、アカデミー卒業生) 

U１４ダブルス全国ベスト１６  

川出莉子・高橋有優ペア(共に中２、トップタレント) 

◯インターハイダブルス 

全国ベスト１６  

呉岡拓弥（麗澤瑞浪高校２年生・アカデミー卒業） 

◯強化合同練習会岐阜  

シングルス優勝   呉岡拓弥 

◯岐阜県ジュニア 

U１７シングルス優勝  

加藤諒一（麗澤瑞浪高校１年生・アカデミー卒業） 

 

 



 

○全国中学生東海予選 

 女子 D優勝 川出莉子（トップタレント） 

   男子 Sベスト８ 山岸勇貴（トップタレント） 

   男子 D５位 山岸勇貴（トップタレント） 

       山岸選手 川出選手 全国大会出場！！ 

 

○東海毎日ジュニア選手権 

１４歳以下 女子 D３位 ジューンズ樹里愛（トップタレント） 

  １２歳以下 男子 S３位 ジョーンズ怜音（トップタレント） 

       ジョーンズ怜音選手 全国大会出場！！ 

 

 

 ○各務原オープンジュニアテニストーナメント 

      小学生低学年男子シングルス  優勝  

          丹羽駿介（アスリート２） 

 

 ○東海ジュニアトーナメント 

     １２歳以下 男子シングルス   準優勝 

          白木幹人（トップタレント） 

 

○東海毎日ジュニア岐阜予選 

    １６歳以下 男子 D優勝 山岸勇貴（トップタレント） 



             ３位 加藤諒一（トップアスリート） 

         女子 S準優勝 浅野佑華（トップアスリート） 

       

 

１４歳以下 女子 S３位 ジューンズ樹里愛（トップタレント） 

  １２歳以下 男子 SD優勝 ジョーンズ怜音（トップタレント） 

        男子 S３位 D準優勝 山田雅貴（トップアスリート） 

 

 

○全日本ジュニア東海予選  全国大会出場者 

   １２歳以下 男子 S３位   白木幹人 

         女子 S３位 D優勝 ジョーンズ樹里愛 

              

   １４歳以下 男子 Sベスト８ Dベスト４ 山岸勇貴 

   




