
大会規模 グレード 大会名 開催月 年齢区分 種目 選手名 結果 パートナー
MUFG全国選抜ジュニア 4月 16歳以下 シングルス 古屋　佳香 ベスト32

古屋　佳香
古屋　博香

シングルス 金澤　あすみ ベスト32
ダブルス 金澤　あすみ ベスト16 大河　真由

シングルス 古屋　佳香 ベスト32
古屋　佳香
古屋　博香

シングルス 鹿川　夏生 ベスト64
ダブルス 鹿川　夏生 ベスト8 小出　雄也

鹿川　湧生
下澤　英士

木島　菜々花
シングルス 鹿川　夏生 ベスト64
ダブルス 鹿川　夏生 ベスト32
ダブルス 清野　理子 ベスト32 左藤　有紗

MUFGジュニア千葉県予選 1月 16歳以下 シングルス 古屋　佳香 ベスト8
14歳以下 シングルス 鹿川　夏生 ベスト8

シングルス 鹿川　湧生 ベスト16
シングルス 木島　菜々花 ベスト16
シングルス 金澤　あすみ ベスト8
ダブルス 金澤　あすみ 準優勝 大河　真由

シングルス 村松　晃宙 ベスト16
シングルス 古屋　佳香 ベスト8

古屋　佳香
古屋　博香

シングルス 鹿川　夏生 9位
ダブルス 鹿川　夏生 3位 小出　雄也

シングルス 鹿川　湧生 準優勝
シングルス 下澤　英士 ベスト8
シングルス 木島　菜々花 11位
シングルス 大森　瀬那 ベスト16
シングルス 下澤　英士 ベスト8
シングルス 木島　菜々花 6位

小学生 シングルス 鹿川　湧生 ベスト8
4年生以下 シングルス 大森　瀬那 優勝

千葉県中学生大会 ダブルス 清野　理子 ベスト4 左藤　有紗
シングルス 鹿川　夏生 ベスト16
ダブルス 鹿川　夏生 ベスト8

古屋　佳香
古屋　博香

4C ありのみカップ 5月 12歳以下 シングルス 木島　菜々花 準優勝
4C 山中湖ジュニア 6月 12歳以下 シングルス 鹿川　湧生 優勝
4C 城東ジュニア 16歳以下 シングルス 清野　理子 準優勝
4C 日本スポーツ振興協会ジュニア 12歳以下 シングルス 鹿川　湧生 優勝
4B 東京ジュニアサーキットⅡ 12歳以下 シングルス 鹿川　湧生 優勝

18歳以下 ダブルス 新田　祥子 優勝 秋元　里穂菜
12歳以下 シングルス 下澤　英士 準優勝

4C ダンロップ茨城ジュニア 12歳以下 シングルス 冨樫　りさ子 ベスト4
4B 関東ジュニアテニスツアー桜田 12歳以下 シングルス 鹿川　湧生 準優勝
4C 那須塩原ジュニア 16歳以下 シングルス 鹿川　夏生 優勝

シングルス 古屋　博香 優勝
シングルス 古屋　佳香 3位
ダブルス 古屋佳香・博香 優勝

シングルス 木島　菜々花 優勝
シングルス 下澤　英士 3位

4B とちぎオープンジュニア 9月 16歳以下 シングルス 古屋　博香 ベスト4
4C 笠間市長杯 9月 18歳以下 シングルス 古屋　博香 準優勝
4A ピーナッツカップ 12月 12歳以下 ダブルス 下澤　英士 優勝 中村　健太

スマッシュカップ 1月 10歳以下 シングルス 鈴木　瑞希 優勝
大井ふ頭オープンジュニア 1月 10歳以下 シングルス 諸富　丈太 優勝

千葉東ブロック大会 3月 4年生以下 シングルス 鈴木　瑞希 優勝
ビギナージュニア 6月 10歳以下 シングルス 阪本　琥太郎 優勝
千葉西部ブロック 4年生以下 シングルス 齋藤　咲良 優勝

千葉ジュニアオーガスト 10歳以下 シングルス 大森　瀬那 優勝
千葉サマージュニア 10歳以下 シングルス 鈴木　瑞希 優勝
千葉東ブロック大会 4年生以下 シングルス 齋藤　咲良 優勝

スクスクのっぽくんカップ 10歳以下 シングルス 阪本　琥太郎 準優勝
木島　菜々花 優勝
冨樫　りさ子 準優勝

千葉銀カップ蘇我オープンJr. 12歳男子 シングルス 大岡　歩生 3位
横浜杉田フェニックスオープンJr. 12歳男子 シングルス 大岡　歩生 優勝

鈴木　海理 3位
金田　俊介 準優勝

柏の葉チャレンジカップ 11歳以下 シングルス 大森　瀬那 優勝
市原市オープンジュニア 11月 12歳男子 シングルス 鈴木　海理 優勝

14歳以下 シングルス 冨樫　りさ子 優勝
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