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選手登録番号 所属団体 郡市町村 St. Semifinals Final 勝者

     

1 M141597 ATS 石川 北信越 柴田 零士  

     釜谷 充希

2 M142178 センティア 富山 北信越 釜谷 充希 8-2  

      志水 陽奏

3 M156893 STT 長野 北信越 志水 陽奏  8-3

     志水 陽奏  

4 M157178 team　HERO 長野 北信越 松木 琉偉 8-4

     

     ７位決定戦 柴田 零士  

     松木 琉偉

    松木 琉偉 8-4
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選手登録番号 所属団体

郡市町

村 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

     

1 M146986 ファミリーITS 新潟 北信越 田中 悠翔 [1]  

     田中 悠翔 [1]

2 M167113 大林TS 富山 北信越 町田 進次朗 6-0 6-0  

      田中 悠翔 [1]

3 M178152 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 福井 北信越 三原 勇紀  6-0 6-0

     三原 勇紀  

4 M703833 勝山JTC 福井 北信越 平泉 壮一朗 6-3 6-2  

      田中 悠翔 [1]

5 M157080 KTC 長野 北信越 西尾 湊太郎  6-1 6-1

     西尾 湊太郎  

6 M161441 GETT 石川 北信越 寺譯 楓斗 7-5 1-6 7-6(5)  

      松木 琉偉 [8]

7 M690458 武生ジュニア 福井 北信越 岸本 幸己  6-3 6-2

     松木 琉偉 [8]  

8 M157178 team　HERO 長野 北信越 松木 琉偉 [8] 6-1 6-1  

      竹内 聡 [3]

9 M83812 TEAM KIT 石川 北信越 竹内 聡 [3]  1-6 6-4 6-4

     竹内 聡 [3]  

10 M185885 BROS TC 新潟 北信越 伊藤 僚之介 6-1 6-0  

      竹内 聡 [3]

11 M141601 Y's Jr 石川 北信越 髙島 礼雅  6-1 6-3

     髙島 礼雅  

12 M178147 鯖江ジュニア 福井 北信越 萩原 悠太 6-0 6-0  

      竹内 聡 [3]
13 M157642 エムスタイルTA 長野 北信越 市川 悠人  6-2 7-5

     市川 悠人  

14 M157035 STT 長野 北信越 福本 瑠可 3-6 6-4 6-0  

      志水 陽奏 [7]

15 M178157 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 福井 北信越 渡辺 遥己  6-2 7-6(7)

     志水 陽奏 [7]  

16 M156893 STT 長野 北信越 志水 陽奏 [7] 6-0 6-0  

      竹内 聡 [3]

17 M142178 センティア 富山 北信越 釜谷 充希 [5]  3-6 7-6(4) 6-1

     釜谷 充希 [5]  

18 M177841 長岡小学校 富山 北信越 島田 大愛 6-1 6-0  

      釜谷 充希 [5]

19 M703262 ヤスマＧＴＣ 福井 北信越 辻川 路人  7-5 6-1

     原田 雄太  

20 M155129 T&S新発田ITS 新潟 北信越 原田 雄太 6-0 6-0  

      岩崎 優樹 [4]

21 M160932 針原小学校 富山 北信越 伊野 輝龍  3-6 6-2 6-4

     伊野 輝龍  

22 M692241 石川TA 石川 北信越 水島 希 7-6(3) 3-6 6-4  

      岩崎 優樹 [4]

23 M160944 下新川郡TA 富山 北信越 大田 一翔  6-0 6-1

     岩崎 優樹 [4]  

24 M155134 マリンブルーTS 新潟 北信越 岩崎 優樹 [4] 6-0 6-2  

      角谷 宙希 [6]

25 M141548 GETT 石川 北信越 角谷 宙希 [6]  6-3 6-4

     角谷 宙希 [6]  

26 M160950 大林TS 富山 北信越 竹内 大空 6-0 6-0  

      角谷 宙希 [6]

27 M146985 ファミリーITS 新潟 北信越 高田 凌太朗  6-0 6-1

     高田 凌太朗  

28 M173466 JSSジャンボITS 新潟 北信越 髙橋 碧生 6-3 3-6 6-3  

      角谷 宙希 [6]

29 M141597 ATS 石川 北信越 柴田 零士  6-2 6-3

     柴田 零士  

30 M159059 三条ファミリーTC 新潟 北信越 皆瀬 敏也 6-1 6-1  

      柴田 零士

31 M157153 アリスTC 長野 北信越 宮坂 弐親  6-3 7-6(5)

     宮坂 弐親  

32 M690451 ヤスマＧＴＣ 福井 北信越 片谷 智咲樹 [2] 5-7 6-4 6-1

      

    順位 3-4 田中 悠翔 [1]  

     田中 悠翔 [1]

    岩崎 優樹 [4] 8-2
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1 F141609 CLUE 石川 北信越 水内 柚月  

     水内 柚月

2 F141589 小松ジュニアTC 石川 北信越 林 恵凜奈 8-2  

      水内 柚月

3 F181323 荒神山TS 長野 北信越 田中 千尋  8-1

     田中 千尋  

4 F180371 長岡蒼柴SC 新潟 北信越 山口 千果 8-6

     

    

７位決定戦 林 恵凜奈 林 恵凜奈
8-0

山口 千果



2022ＤＵＮＬＯＰ ＣＵＰ 全国選抜ジュニア選手権大会北信越予選

GS 12-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録

番号 所属団体 郡市町村 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

     

1 F161600 Winner 福井 北信越 坂川 舞桜 [1]  

     坂川 舞桜 [1]

2 F159402 TEAM KIT 石川 北信越 生駒 琉茄 6-1 6-2  

      水内 柚月

3 F146984 さくらテニスガーデン 新潟 北信越 杉本 小茉莉  6-3 6-4

     水内 柚月  

4 F141609 CLUE 石川 北信越 水内 柚月 7-5 6-1  

      吉田 奈央

5 F157172 STT 長野 北信越 田畑 知佳  7-5 6-1

     長谷川 笑里  

6 F181351 荒神山TS 長野 北信越 長谷川 笑里 6-0 6-1  

      吉田 奈央

7 F159403 GETT 石川 北信越 吉田 奈央  6-4 6-1

     吉田 奈央  

8 F690452 ヤスマＧＴＣ 福井 北信越 大久保 真子 [7] 6-4 7-6(6)  

      山﨑 優里愛

9 F142217 センティア 富山 北信越 岡本 結愛 [4]  6-2 7-6(5)

     山﨑 優里愛  

10 F157563 NTA 長野 北信越 山﨑 優里愛 6-0 6-0  

      山﨑 優里愛

11 F161454 Z-Ⅱ 富山 北信越 伊藤 叶  6-1 6-2

     永楽 珠莉  

12 F180362 JSSジャンボITS 新潟 北信越 永楽 珠莉 6-2 6-1  

      山﨑 優里愛

13 F178381 センティア 富山 北信越 温井 花音  7-5 6-1

     和田 ゆきの  

14 F161601 勝山JTC 福井 北信越 和田 ゆきの 6-1 6-0  

      林 恵凜奈 [8]

15 F157179 team　HERO 長野 北信越 松木 あみ  6-2 6-1

     林 恵凜奈 [8]  

16 F141589 小松ジュニアTC 石川 北信越 林 恵凜奈 [8] 6-1 6-4  

      山﨑 優里愛

17 F142229 下新川郡TA 富山 北信越 高松 結衣 [5]  6-3 6-2

     山口 千果  

18 F180371 長岡蒼柴SC 新潟 北信越 山口 千果 6-3 6-1  

      山口 千果

19 F179337 魚津市TA 富山 北信越 金盛 帆花  6-4 6-4

     小木 麻央  

20 F180365 ファミリーITS 新潟 北信越 小木 麻央 6-3 6-1  

      佐々木 美早 [3]

21 F702451 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 福井 北信越 福岡 志桜  6-0 6-2

     丹下 彩佳  

22 F180361 JSSジャンボITS 新潟 北信越 丹下 彩佳 6-3 6-3  

      佐々木 美早 [3]

23 F178137 福井庭球少年団 福井 北信越 岡田 夏芽  6-3 6-2

     佐々木 美早 [3]  

24 F146983 T&S新発田ITS 新潟 北信越 佐々木 美早 [3] 6-0 6-1  

      佐々木 美早 [3]

25 F141574 GETT 石川 北信越 新保 茜 [6]  6-4 7-6(2)

     新保 茜 [6]  

26 F178146 鯖江ジュニア 福井 北信越 秋山 夕莉 6-0 6-1  

      田中 千尋

27 F702366 鯖江ジュニア 福井 北信越 菊地 優衣  6-3 3-6 7-6(1)

     田中 千尋  

28 F181323 荒神山TS 長野 北信越 田中 千尋 6-1 6-2  

      古屋 虹花

29 F181575 大林TS 富山 北信越 根建 陽咲  6-2 6-3

     梶谷 きこ  

30 F157869 KTC 長野 北信越 梶谷 きこ 6-3 6-2  

      古屋 虹花

31 F693004 TEAM KIT 石川 北信越 古屋 虹花  6-3 6-1

     古屋 虹花  

32 F160943 こみゅてに 富山 北信越 奥野 愛望 [2] 6-1 6-3

      

    順位 3-4 吉田 奈央  

     吉田 奈央

    古屋 虹花 8-5
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1 M83767 小松ジュニアTC 石川 北信越 宮岸 慶成  

     宮岸 慶成

2 M156941 長野市立広徳中学校 長野 北信越 栗田 拓実 8-4  

      宮岸 慶成

3 M157240 ｍ＆ｍ　JTA 長野 北信越 戸根川 拓磨  8-5

     戸根川 拓磨  

4 M146951 さくらテニスガーデン 新潟 北信越 内山 蓮 8-2

     

   ７位決定戦 栗田 拓実  

  栗田 拓実

　 内山 蓮 8-6 　
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1 M83898 TEAM KIT 石川 北信越 川西 飛生 [1]  

     川西 飛生 [1]

2 M81724 大林TA 富山 北信越 布村 旺志朗 6-3 6-3  

      川西 飛生 [1]

3 M141498 Y's Jr 石川 北信越 中山 皓幹  6-0 6-1

     中山 皓幹  

4 M142188 大林TS 富山 北信越 髙林 直偉人 6-4 6-2  

      川西 飛生 [1]

5 M141557 GETT 石川 北信越 前中 良介  6-4 6-1

     前中 良介  

6 M146972 BROS TC 新潟 北信越 堀川 朝陽 6-3 6-3  

      栗田 拓実 [6]

7 M161612 ヤスマＧＴＣ 福井 北信越 西野 翔  6-1 6-1

     栗田 拓実 [6]  

8 M156941 長野市立広徳中学校 長野 北信越 栗田 拓実 [6] 6-2 6-1  

      川西 飛生 [1]

9 M157149 エムスタイルTA 長野 北信越 大越 楓真 [4]  7-5 6-0

     大越 楓真 [4]  

10 M83878 ATS 石川 北信越 久保田 創大 2-6 6-3 6-3  

      大越 楓真 [4]
11 M81169 スポーツガーデン新潟 新潟 北信越 五十嵐 佑羽  6-4 6-2

     五十嵐 佑羽  

12 M141769 大林TS 富山 北信越 西村 理立 6-3 4-6 7-5  

      大越 楓真 [4]

13 M146962 YeLL 新潟 北信越 浦澤 伊織  7-5 6-2

     戸根川 拓磨  

14 M157240 ｍ＆ｍ　JTA 長野 北信越 戸根川 拓磨 7-6(3) 6-2  

      戸根川 拓磨

15 M156861 team　HERO 長野 北信越 小泉 晴冨  3-6 6-4 Ret.

     山崎 陽生 [5]  

16 M141777 大林TS 富山 北信越 山崎 陽生 [5] 6-1 3-6 7-6(5)  

      川西 飛生 [1]

17 M83767 小松ジュニアTC 石川 北信越 宮岸 慶成 [8]  6-3 6-1

     宮岸 慶成 [8]  

18 M161604 ヤスマＧＴＣ 福井 北信越 片谷 昂樹 6-0 6-4  

      宮岸 慶成 [8]

19 M146959 YeLL 新潟 北信越 神林 奏  6-0 6-1

     小竹 尚勝  

20 M81213 BROS TC 新潟 北信越 小竹 尚勝 7-6(4) 6-3  

      辻本 悠嗣 [3]

21 M161605 福井庭球少年団 福井 北信越 佐々木 喬彬  5-7 6-1 6-0

     岩崎 泰知  

22 M167114 センティア 富山 北信越 岩崎 泰知 6-1 6-3  

      辻本 悠嗣 [3]

23 M83766 GETT 石川 北信越 立見 生吹  6-2 6-2

     辻本 悠嗣 [3]  

24 M83811 GETT 石川 北信越 辻本 悠嗣 [3] 6-2 6-2  

      源 拓真 [2]

25 M156938 STT 長野 北信越 古田 龍之介 [7]  7-6(4) 6-2

     内山 蓮  

26 M146951 さくらテニスガーデン 新潟 北信越 内山 蓮 6-1 7-5  

      内山 蓮

27 M161603 鯖江ジュニア 福井 北信越 西野 伶  7-6(3) 6-3

     永井 飛駕  

28 M156934 エムスタイルTA 長野 北信越 永井 飛駕 6-1 6-1  

      源 拓真 [2]

29 M81613 大林TS 富山 北信越 新村 快心  6-1 6-1

     新村 快心  

30 M690462 鯖江ジュニア 福井 北信越 三輪 和樹 6-0 6-0  

      源 拓真 [2]

31 M161597 勝山JTC 福井 北信越 加藤 幸史郎  6-1 6-0

     源 拓真 [2]  

32 M83900 TEAM KIT 石川 北信越 源 拓真 [2] 6-0 6-0

      

    順位 3-4 大越 楓真 [4]  

     辻本 悠嗣 [3]

    辻本 悠嗣 [3] 6-0 6-3
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1 F81403

マリンブルー

TS 新潟 北信越 石栗 麗夢  

     染谷 紗花

2 F141551 いしかわJr 石川 北信越 染谷 紗花 8-4  

      石田 貴恵

3 F146960 ファーストTA 新潟 北信越 石田 貴恵  8-4

     石田 貴恵  

4 F157710 高森TC 長野 北信越 植月 ゆず香 8-3

     

   ７位決定戦 石栗 麗夢  

 植月 ゆず香

植月 ゆず香 8-2
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号 所属団体 郡市町村 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

     

1 F156915 エムスタイルTA 長野 北信越 高橋 そら [1]  

     高橋 そら [1]

2 F178165 すてっぷ 福井 北信越 奥野 琴音 6-0 6-0  

      奥出 彩帆

3 F83956 津幡ジュニア 石川 北信越 濱崎 ちはる  7-5 6-0

     奥出 彩帆  

4 F161588 今立ＴＣ 福井 北信越 奥出 彩帆 6-2 6-2  

      奥出 彩帆

5 F142218 大林TS 富山 北信越 藤岡 結衣  7-6(1) 3-6 6-2

     藤岡 結衣  

6 F690474 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 福井 北信越 二之宮 華穏 6-4 6-2  

      植月 ゆず香

7 F157710 高森TC 長野 北信越 植月 ゆず香  6-1 6-1

     植月 ゆず香  

8 F157104 エムスタイルTA 長野 北信越 黒岩 愛右 [6] 6-2 7-5  

      奥出 彩帆

9 F156926 荒神山TS 長野 北信越 山田 涼楓 [4]  7-5 4-6 7-5

     石田 貴恵  

10 F146960 ファーストTA 新潟 北信越 石田 貴恵 6-2 6-3  

      石田 貴恵

11 F178139 福井庭球少年団 福井 北信越 吉澤 愛莉  6-2 6-2

     吉澤 愛莉  

12 F179335 魚津市TA 富山 北信越 岩崎 絢花 6-3 7-5  

      宮澤 福奈 [7]

13 F160941 こみゅてに 富山 北信越 若尾 梨々花  6-3 6-2

     小柴 結衣  

14 F146961 長岡北部Jr 新潟 北信越 小柴 結衣 6-4 6-2  

      宮澤 福奈 [7]

15 F146973 YeLL 新潟 北信越 渡邉 心葉  6-2 6-1

     宮澤 福奈 [7]  

16 F157113 ｍ＆ｍ　JTA 長野 北信越 宮澤 福奈 [7] 6-1 6-1  

      奥出 彩帆

17 F157176 ｍ＆ｍ　JTA 長野 北信越 関 心花 [5]  6-2 6-3

     関 心花 [5]  

18 F161427 GETT 石川 北信越 丸田 芽生莉 6-2 6-0  

      石栗 麗夢

19 F81403 マリンブルーTS 新潟 北信越 石栗 麗夢  6-4 6-4

     石栗 麗夢  

20 F178138 福井庭球少年団 福井 北信越 池尾 蒼華 6-2 6-1  

      小波 うた [3]

21 F161670 こみゅてに 富山 北信越 幸村 彩永  6-3 6-1

     西尾 和奏成  

22 F157079 KTC 長野 北信越 西尾 和奏成 6-0 2-6 6-1  

      小波 うた [3]

23 F141580 ショットJr 石川 北信越 新保 柑菜  6-2 6-3

     小波 うた [3]  

24 F141484 CLUE 石川 北信越 小波 うた [3] 6-2 7-6(7)  

      徳本 芙優 [2]

25 F141551 いしかわJr 石川 北信越 染谷 紗花 [8]  6-2 6-0

     染谷 紗花 [8]  

26 F83981 CLUE 石川 北信越 水内 佑香 6-0 6-2  

      染谷 紗花 [8]

27 F142212 センティア 富山 北信越 宮腰 咲希  6-2 5-7 7-5

     宮腰 咲希  

28 F172176 センティア 富山 北信越 吉田 釉菜 6-0 6-0  

      徳本 芙優 [2]

29 F146970 YeLL 新潟 北信越 小林 心遥  6-4 6-0

     小林 心遥  

30 F690453 ヤスマＧＴＣ 福井 北信越 岩井 あかね 6-1 6-4  

      徳本 芙優 [2]

31 F155120 JSSジャンボITS 新潟 北信越 阿部 花  6-3 6-1

     徳本 芙優 [2]  

32 F161590 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 福井 北信越 徳本 芙優 [2] 6-2 6-1

      

    順位 3-4 宮澤 福奈 [7]  

     宮澤 福奈 [7]

    小波 うた [3] 8-4
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