
ＩＳＨＩＩ ＴＥＮＮＩＳ ＡＣＡＤＥＭＹ 選手クラスの戦績 

 

３年連続 県下１位の実績！！ 

 

全国ジュニア大会 

 

ベスト４ 男子シングルス（１回） 

ベスト８ 男子シングルス（２回） 

ベスト１６ 男子シングルス（３回） 女子シングルス（３回） 

ベスト３２ 男子シングル（２回） 女子シングルス（１回） 

 

 

関東ジュニア大会 

 

準優勝 男子ダブルス（１回） 

ベスト４ 男子シングルス（１回） 女子シングルス（１回） 

ベスト８ 男子シングルス（２回） 女子シングルス（２回） 

 

 

山梨県ジュニア大会 

 

２０１８年 １６部門中 １１部門 優勝 

関東ジュニア大会出場人数 県下１位 １８名 

 

２０１７年 

関東ジュニア大会出場人数 県下１位 ２１名 

 

２０１６年 １６部門中 １２部門 優勝 

関東ジュニア大会出場 県下１位 ２０名 

 

２０１５年 

関東ジュニア大会出場 県下１位 １６名 

 

 



２０１８年 

 

全国選抜ジュニア山梨県予選  

 

１２才以下男子シングルス 優勝 

１２才以下女子シングルス 優勝 

１４才以下男子シングルス 優勝、準優勝 

１４才以下女子シングルス 優勝、準優勝 

 

 

山梨県ジュニアテニス選手権  

 

１２才以下男子シングルス 優勝、準優勝 

１２才以下男子ダブルス 優勝、準優勝 

１２才以下女子シングルス 優勝 

１２才以下女子ダブルス 優勝、準優勝 

１４才以下男子シングルス 優勝 

１４才以下男子ダブルス 優勝、準優勝 

１４才以下女子シングルス 優勝、準優勝 

１４才以下女子ダブルス 優勝、準優勝 

１６才以下男子シングルス 準優勝 

１６才以下男子ダブルス 準優勝 

１６才以下女子シングルス 優勝 

１６才以下女子ダブルス 優勝 

１８才以下男子ダブルス 準優勝 

１８才以下女子シングルス 準優勝 

１８才以下女子ダブルス 優勝 

 

２０１８年 １６部門中 １１部門 優勝 

関東ジュニア大会出場人数 県下１位 １８名 

 

 

 

 

 

 



山梨県小学生テニス選手権 

 

男子シングルス 優勝 

女子シングルス 準優勝 

 

 

ＭＵＦＧジュニアテニストーナメント  

 

１６才以下女子シングルス 優勝 

１６才以下男子シングルス ５位 

 

 

ニューイヤ―ジュニアテニストーナメント  

 

１４才以下男子ダブルス 準優勝、３位 

１４才以下女子ダブルス 優勝、準優勝 

１８才以下男子ダブルス 準優勝 

１８才以下女子ダブルス 優勝、準優勝 

 

 

 ２０１７年 

 

全国選抜ジュニア山梨県予選  

 

１２才以下男子シングルス 優勝、３位 

１２才以下女子シングルス ３位 

１４才以下男子シングルス 優勝、３位 

 

 

山梨県ジュニアテニス選手権 

 

１２才以下男子シングルス 準優勝、３位、５位 

１２才以下男子ダブルス 優勝、３位 

１２才以下女子シングルス ３位 

１２才以下女子ダブルス 準優勝、３位 

１４才以下男子シングルス 優勝 



１４才以下男子ダブルス 準優勝 

１４才以下女子ダブルス ３位 

１６才以下男子シングルス ３位 

１６才以下男子ダブルス 優勝 

１６才以下女子シングルス 優勝、準優勝 

１６才以下女子ダブルス 優勝 

１８才以下男子シングルス 準優勝 

１８才以下男子ダブルス 優勝、準優勝 

１８才以下女子シングルス ３位、５位 

 

 

山梨県小学生テニス選手権  

 

男子シングルス 優勝、３位、５位  

女子シングルス 優勝、４位、５位、７位 

 

 

ＭＵＦＧジュニアテニストーナメント  

 

１６才以下男子シングルス 準優勝 

１６才以下女子シングルス 優勝 

 

ニューイヤ―ジュニアテニストーナメント  

 

１４才以下男子ダブルス 優勝 

１４才以下女子ダブルス 準優勝 

１８才以下男子ダブルス 優勝 

１８才以下女子ダブルス 優勝、３位 

 

山梨県高等学校総合体育テニス大会  

 

男子団体戦 優勝、準優勝 

女子団体戦 優勝 

男子シングルス 準優勝、３位 

男子ダブルス 優勝 

女子シングルス ３位 



女子ダブルス 準優勝 

 

 

山梨県インターハイ予選  

 

男子団体戦 優勝、準優勝 

女子団体戦 優勝 

 

 

関東公立高等学校テニス選手権大会県予選 

 

男子団体戦 優勝 

 

 

山梨県学年別大会（１年生）  

 

男子シングルス 優勝 

 

 

山梨県高等学校新人体育テニス大会  

 

男子団体戦 優勝、準優勝 

女子団体戦 優勝 

 

 

山梨県中学校新人体育大会  

 

男子シングルス ３位 

男子ダブルス 優勝 

男子団体戦 優勝 

女子ダブルス 優勝 

女子団体戦 優勝 

女子団体戦 ３位 

 

 

 



山梨県中学校総合体育大会  

 

男子団体戦 優勝 

女子ダブルス 優勝 

女子団体戦 準優勝 

 

 

山梨県中学校テニス選手権大会 

 

男子シングルス ３位 

女子シングルス 優勝   

女子ダブルス 優勝 

女子団体戦 準優勝   

 

２０１６年 

 

 

全国選抜ジュニア山梨県予選  

 

１２才以下男子シングルス 優勝 

１２才以下女子シングルス 優勝 

１４才以下女子シングルス 優勝 

 

 

山梨県ジュニアテニス選手権  

 

１２才以下男子シングルス 優勝、３位 

１２才以下男子ダブルス 優勝、３位 

１２才以下女子シングルス 優勝、準優勝 

１２才以下女子ダブルス 優勝、３位 

１４才以下男子シングルス ５位 

１４才以下男子シングルス 優勝 

１４才以下女子ダブルス 優勝 

１６才以下女子シングルス 優勝 

１６才以下女子ダブルス 優勝、３位 

１８才以下男子シングルス 優勝、３位 



１８才以下男子ダブルス 優勝 準優勝 

１８才以下女子シングルス 優勝、３位 

１８才以下女子ダブルス 優勝、準優勝 

 

２０１６年 １６部門中 １２部門 優勝 

関東ジュニア大会出場 県下１位 ２０名 

 

 

山梨県小学生テニス選手権  

 

男子シングルス 優勝、３位、５位 

女子シングルス 優勝、準優勝、５位 

 

 

ＭＵＦＧジュニアテニストーナメント  

 

１６才以下女子シングルス 準優勝、３位 

 

 

山梨県ウィンタージュニアトーナメント  

 

１６才以下女子シングルス 優勝 

 

 

山梨県中学校新人体育大会  

 

男子シングルス ３位 

女子シングルス 優勝 

女子団体戦 準優勝、３位 

 

 

山梨県中学校総合体育大会  

 

男子シングルス ３位、４位 

男子団体戦 優勝 

女子ダブルス 優勝 



山梨県中学校テニス選手権大会  

 

男子シングルス 準優勝、３位 

男子団体戦 優勝  

女子シングルス ３位  

女子ダブルス 準優勝 

女子団体戦 優勝  

 

 

２０１５年 

 

全国選抜ジュニア山梨県予選 

  

１２才以下男子シングルス 優勝 

１２才以下女子シングルス ３位 

１４才以下女子シングルス 準優勝 

 

 

山梨県ジュニアテニス選手権  

 

１２才以下男子シングルス 優勝 

１２才以下女子シングルス ４位 

１２才以下女子ダブルス ３位 

１４才以下男子シングルス ３位 

１４才以下男子ダブルス 準優勝 

１４才以下女子シングルス 優勝、準優勝 

１４才以下女子ダブルス 優勝、準優勝 

１６才以下男子シングルス 準優勝 

１８才以下男子シングルス 優勝 

１８才以下男子ダブルス 優勝 

１８才以下女子シングルス 優勝、３位 

 

 

 

 

 



山梨県小学生テニス選手権  

 

男子シングルス ５位 

女子シングルス ３位、７位 

 

 

ＭＵＦＧジュニアテニストーナメント  

 

１６才以下男子シングルス ５位 

１６才以下女子シングルス 優勝 

 

 

ニューイヤ―ジュニアテニストーナメント  

 

１８才以下男子ダブルス 優勝 

１４才以下男子ダブルス 準優勝、３位 

 

 

ＲＳＫ・中牟田杯全国選抜ジュニア  

 

男子シングルス 準優勝 

女子シングルス 優勝 

 

 

山梨県ウィンタージュニアトーナメント  

 

１４才以下女子シングルス 優勝 

 

 

山梨県中学校新人体育大会  

 

男子シングルス 準優 

男子団体戦 優勝 

女子シングルス 準優 

女子団体戦 優勝、３位 

 



 

山梨県中学校総合体育大会  

 

男子シングルス ３位 

男子団体戦 優勝 

女子ダブルス 優勝 

 

 

山梨県中学校テニス選手権大会  

 

男子シングルス ４位 

男子ダブルス ３位 

男子団体戦 優勝  

女子ダブルス 優勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


