
矢作　 瑠維 (松原TC印西) 高橋　 沙和 (ﾋﾞｯｸﾏｳﾝﾃﾝ)

豊崎　 哲也 (秀明八千代高) 吉村　 紀香 (稲毛高)

山浦　 拓真 (東海大浦安高) 森山　 沙奈 (千葉聖心高)

岩城　 真至 (ﾒﾃﾞｨｶﾙTC) 金子　 尚未 (千葉聖心高)

木本　 類 (志津TC) 中島　 みなみ (市立千葉高)

中村　 碩希 (東京学館浦安高) 山本　 優海 (市立千葉高)

伊東　 周吾 (麗澤高) 羽崎　 果佳 (市立千葉高)

前野　 浩毅 (麗澤高) 市川　 晴菜 (市立千葉高)

菅野　 雄太郎 (ﾙﾈｻﾝｽ幕張) 鈴木　 深優 (稲毛高)

塚越　 慧介 (ﾙﾈｻﾝｽ鷹之台TC) 椙山　 真凜 (市川高)

北川　 颯大 (市立稲毛高) 小野　 るりな (きさらづｱｳﾙTC)

石井　 希望 (市立稲毛高) 高木　 佑理 (きさらづｱｳﾙTC)

西野　 仁 (千葉北高) 斉藤　 汐里 (きさらづｱｳﾙTC)

石井　 康太郎 (千葉東高) 横山　 真都 (ｱｰﾄﾋﾙTC)

中西　 映人 (東邦高) 村山　 りつか (日出学園)

安藤　 祥吾 (東邦高) 村山　 ひみか (SOL Tennis College)

はるこ (ﾙﾈｻﾝｽ鷹之台TC)

準優勝 阪本 琥太郎 (Hills k-Nagatsuka TA) 準優勝 桑原 理沙 (GODAIﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ)

颯姫 (A-one)

10歳以下男子シングルスコンソレ―ション 10歳以下女子シングルスコンソレ―ション

優勝 中川 朝陽 (松戸TC) 優勝 小林

4位 森本 陽大 (松原TC印西) 4位 石川　

陽菜 (千葉県ﾃﾆｽ協会)

3位 髙木 弘貴 (Hills k-Nagatsuka TA) 3位 桑原　 由衣 (ken'sｲﾝﾄﾞｱTS千葉)

準優勝 小林 亮太 (Hills k-Nagatsuka TA) 準優勝 小野　

10歳以下男子シングルス 10歳以下女子シングルス

優勝 工藤 奇跡 (きさらづｱｳﾙTC) 優勝 前田　 樹花 (SEED TC)

萌恵 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC)

4位 諸富 丈大 (Hills K-Nagatsuka TA) 4位 矢口　 亜美 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC)

3位 佐藤 隼斗 (ﾙﾈｻﾝｽ鷹之台TC) 3位 纐纈

柚花 (誉田TC)

準優勝 小林 拓真 (ﾙﾈｻﾝｽ鷹之台TC) 準優勝 山﨑 美波 (誉田TC)

三緒 (稲毛高校附属中)

12歳以下男子シングルス 12歳以下女子シングルス

優勝 滝澤 知也 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC) 優勝 佐藤

4位 勝田 真亜駆 (茗渓学園中) 4位 内山

由依 (ﾆｯｹｺﾙﾄﾝTG)

3位 川畑 太星 (ﾍﾞﾙﾋﾞｭｰTC) 3位 鈴木 暮葉 (あじさいｲﾝﾄﾞｱTS)

準優勝 中村 李暉 (松原TC印西) 準優勝 佐藤

14歳以下男子シングルス 14歳以下女子シングルス

優勝 斎藤 優介 (ｱﾙﾄﾞｰﾙTS) 優勝 太田 凜 (楠ｸﾗﾌﾞ)

準優勝 準優勝

3位 3位

4位 4位

実咲 (松戸国際高)

16歳以下男子ダブルス 16歳以下女子ダブルス

優勝 優勝

4位 中西　 映人 (東邦高) 4位 武智　

恵梨子 (ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC)

3位 石井　 康太郎 (千葉東高) 3位 村山　 ひみか (SOL Tennis College)

準優勝 岡村　 輝 (殿山TG) 準優勝 小林　

16歳以下男子シングルス 16歳以下女子シングルス

優勝 長谷川 裕大 (麗澤高) 優勝 横山　 真都 (ｱｰﾄﾋﾙTC)

準優勝 準優勝

3位 4位

4位 4位

18歳以下男子ダブルス 18歳以下女子ダブルス

優勝 優勝

有未 (TAC)

4位 浪川　 翔 (布佐平和台ﾃﾆｽ倶楽部) 4位 佐々木 梨花 (薬園台高)

3位 長野　 航樹 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA) 3位 原田　

(松原TC印西)

準優勝 山浦　 拓真 (東海大浦安高) 準優勝 五味　 詩穂 (青葉ｲﾝﾄﾞｱTS)

第24回（2016年）千葉ジュニアオーガストテニストーナメント上位優秀者

18歳以下男子シングルス 18歳以下女子シングルス

優勝 矢作　 瑠維 (松原TC印西) 優勝 天野　 結花


