
15 歳以下

※所属団体名はなるべく全角９文字又は半角18文字以内にお願いします。

Ｎｏ JPIN番号 氏 名 フリガナ 地域 所属団体名

1 M83898 川西 飛生 カワニシ　ヒュウ 北信越 TEAM KIT

2 M83746 中山 智裕 ナカヤマ　チヒロ 北信越 津幡ジュニア

3 M83811 辻本 悠嗣 ツジモト　ヒサツグ 北信越 GETT

4 M156914 原山 将豪 ハラヤマ　ショウゴウ 北信越 エムスタイルTA

5 M83810 角谷 亮 カドヤ　リョウ 北信越 GETT

6 M157149 大越 楓真 オオコシ　フウマ 北信越 エムスタイルTA

7 M83900 源 拓真 ミナモト　タクマ 北信越 TEAM KIT

8 　 　 　 　 　 　

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

北信越

記入責任者

2022  U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会　(第4１回中牟田杯）

地域順位表

【男子シングルス】



15 歳以下

※所属団体名はなるべく全角９文字又は半角18文字以内にお願いします。

Ｎｏ JPIN番号 氏 名 フリガナ 地域 所属団体名

1 F199324 井上 みのり イノウエ　ミノリ 北信越 松商学園高等学校

2 F141766 上田 晴菜 ウエダ　ハルナ 北信越 大林TS

3 F156928 丸山 唯 マルヤマ　イチ 北信越 荒神山TS

4 F159397 石井 颯 イシイ　ソウ 北信越 新潟第一高

5 F157408 田中 柚葉 タナカ　ユズハ 北信越 荒神山TS

6 F83980 大積 綾乃 オオツミ　アヤノ 北信越 ATS

7 　

8 　

10 　

11 　

12

13

14

15 　

16 　

17

18

19

21

22

北信越

記入責任者

2022  U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会　(第4１回中牟田杯）

地域順位表

【女子シングルス】



15 歳以下

※所属団体名はなるべく全角９文字又は半角18文字以内にお願いします。

Ｎｏ JPIN番号 氏 名 フリガナ 地域 所属団体名

M83898 川西 飛生 カワニシ　ヒュウ 北信越 TEAM KIT

M83811 辻本 悠嗣 ツジモト　ヒサツグ 北信越 GETT

M83746 中山 智裕 ナカヤマ　チヒロ 北信越 津幡ジュニア

M83810 角谷 亮 カドヤ　リョウ 北信越 GETT

M81184 伊藤 唯 イトウ　ユイ 北信越 東京学館新潟高

M81380 横堀 陽太郎 ヨコボリ　ヒタロウ 北信越 JSSジャンボITS

M83900 源 拓真 ミナモト　タクマ 北信越 TEAM KIT

M83767 宮岸 慶成 ミチギシ　ケイセイ 北信越 小松ジュニアTC

M161585 岸本 幸大 キシモト　コウダイ 北信越 北陸高校

M146917 犬井 輝 イヌイ　ハル 北信越 北陸高校

M157218 笹森 大貴 ササモリ　ダイキ 北信越 KTC

M156914 原山 将豪 ハラヤマ　ショウゴウ 北信越 エムスタイルTA

　

※不足の場合はコピーしてご記入下さい。

北信越

記入責任者

8

9

10

2

3

4

5

6

7

2022  U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会　(第4１回中牟田杯）

地域順位表

【男子ダブルス】

1



15 歳以下

※所属団体名はなるべく全角９文字又は半角18文字以内にお願いします。

Ｎｏ JPIN番号 氏 名 フリガナ 地域 所属団体名

F159397 石井 昊 イシイ　ソウ 北信越 新潟第一高

F159397 石井 颯 イシイ　フウ 北信越 新潟第一高

F156926 山田 涼楓 ヤマダ　スズカ 北信越 荒神山TS

F157408 田中 柚葉 タナカ　ユズハ 北信越 荒神山TS

F146913 石田 環 イシダ　タマキ 北信越 ファーストTA

F146960 石田 貴恵 イシダ　キエ 北信越 ファーストTA

F157113 宮澤 福奈 ミヤザワ　フクナ 北信越 ｍ＆ｍ　JTA

F157176 関 心花 セキ　ココハ 北信越 ｍ＆ｍ　JTA

F156928 丸山 唯 ﾏﾙﾔﾏ イチ 北信越 荒神山TS

F157120 岡本 あずさ オカモト　アズサ 北信越 エムスタイルTA

※不足の場合はコピーしてご記入下さい。

北信越

記入責任者

2022  U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会　(第4１回中牟田杯）

地域順位表

【女子ダブルス】
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[ジュニア_中牟田] 2022 中牟田杯ジュニア北信越予選

BS 15-エクストラ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Semifinals Final 勝者

     

1 M81380   

JSSジャンボ

ITS 横堀 陽太郎  

     角谷 亮

2 M83810   GETT 角谷 亮 #1: 6-2 6-3  

      角谷 亮

3 M157149   

エムスタイル

TA 大越 楓真  #4: 6-0 6-1

     大越 楓真  

4 M83900   TEAM KIT 源 拓真 #2: 7-5 5-7 7-6(4)

     

    順位 4-5 横堀 陽太郎  

     源 拓真

    源 拓真 #3: 8-2

     

    



[ジュニア_中牟田] 2022 中牟田杯ジュニア北信越予選

BS 15-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

     

1 M83898   TEAM KIT 川西 飛生 [1]  

     川西 飛生 [1]

2 M157240   ｍ＆ｍ　JTA 戸根川 拓磨 #1: 6-3 6-4  

      川西 飛生 [1]

3 M81184   東京学館新潟高 伊藤 唯  #17: 7-5 6-0

     田上 櫂斗  

4 M141576   GETT 田上 櫂斗 #2: 6-4 6-3  

      川西 飛生 [1]

5 M142190   TCロコモーション 石井 英吉  #25: 2-6 6-2 6-4

     新村 快心  

6 M81613   大林TS 新村 快心 #3: 6-0 6-0  

      角谷 亮 [7]

7 M161587   鯖江ジュニア 梅田 蒼大  #18: 6-1 6-2

     角谷 亮 [7]  

8 M83810   GETT 角谷 亮 [7] #4: 6-0 6-1  

      川西 飛生 [1]

9 M81380   JSSジャンボITS 横堀 陽太郎 [3]  #29: 6-4 6-2

     横堀 陽太郎 [3]  

10 M80452   東京学館新潟高 菅野 翔希 #5: 6-0 6-2  

      横堀 陽太郎 [3]

11 M84410   北陸高校 天谷 俊介  #19: 6-1 6-4

     天谷 俊介  

12 M161585   北陸高校 岸本 幸大 #6: 6-2 6-3  

      辻本 悠嗣 [6]

13 M83767   小松ジュニアTC 宮岸 慶成  #26: 7-5 6-2

     宮岸 慶成  

14 M156861   team　HERO 小泉 晴冨 #7: 6-3 6-1  

      辻本 悠嗣 [6]

15 M141756   大林TS 道岸 優太  #20: 6-1 6-2

     辻本 悠嗣 [6]  

16 M83811   GETT 辻本 悠嗣 [6] #8: 6-0 6-0  

      川西 飛生 [1]

17 M156914   エムスタイルTA 原山 将豪 [5]  #32: 6-2 6-0

     原山 将豪 [5]  

18 M142185   JSS富山 勝田 陽人 #9: 6-0 6-1  

      原山 将豪 [5]

19 M161586   チーム”時” 森山 稜大  #21: 6-2 6-0

     阿部 陽来  

20 M79158   東京学館新潟高 阿部 陽来 #10: 6-3 6-3  

      原山 将豪 [5]

21 M146962   YeLL 浦澤 伊織  #27: 6-4 6-2

     笹森 大貴  

22 M157218   KTC 笹森 大貴 #11: 6-2 6-3  

      源 拓真 [4]

23 M81724   大林TS 布村 旺志朗  #22: 6-0 6-1

     源 拓真 [4]  

24 M83900   TEAM KIT 源 拓真 [4] #12: 6-0 6-1  

      中山 智裕 [8]

25 M83746   津幡ジュニア 中山 智裕 [8]  #30: 6-4 7-5

     中山 智裕 [8]  

26 M142192   Z-Ⅱ 齋藤 圭汰 #13: 6-0 6-0  

      中山 智裕 [8]

27 M161584   ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 玉木 偉士  #23: 6-2 6-1

     近藤 晟斗  

28 M146935   長岡市TAジュニア教室 近藤 晟斗 #14: 6-3 3-6 7-6(3)  

      中山 智裕 [8]

29 M157149   エムスタイルTA 大越 楓真  #28: 6-1 6-2

     大越 楓真  

30 M146917   北陸高校 犬井 輝 #15: 1-6 6-2 7-5  

      大越 楓真

31 M156938   STT 古田 龍之介  #24: 4-6 6-0 6-2

     古田 龍之介  

32 M142172   富山第一高校 茂住 隼矢 [2] #16: 6-7(4) 6-0 6-4

      

    順位 3-4 辻本 悠嗣 [6]  

     辻本 悠嗣 [6]

    原山 将豪 [5] #31: 6-4 7-6(2)

     

    



[ジュニア_中牟田] 2022 中牟田杯ジュニア北信越予選

GS 15-エクストラ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Semifinals Final 勝者

     

1 F83980   ATS 大積 綾乃  

     大積 綾乃

2 F147665   仁愛女子高校 新井 優月 #1: 6-4 6-3  

      田中 柚葉

3 F157710   たかぎSC 植月 ゆず香  #4: 1-6 6-4 6-2

     田中 柚葉  

4 F157408   荒神山TS 田中 柚葉 #2: 6-3 6-3

     

    順位 4-5 新井 優月  

     植月 ゆず香

    植月 ゆず香 #3: 8-6

     

    



[ジュニア_中牟田] 2022 中牟田杯ジュニア北信越予選

GS 15-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 都道府県 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    

1 F156915  エムスタイルTA 高橋 そら [1]  

    宮腰 咲希

2 F142212  センティア 宮腰 咲希 #1: 6-2 6-4  

     井上 みのり

3 F199324  松商学園高等学校 井上 みのり  #17: 6-3 6-2

    井上 みのり  

4 F159398  新潟第一高 石井 昊 #2: 7-5 4-6 6-2  

     井上 みのり

5 F157074  荒神山TS 春日 彩杏  #25: 6-3 6-1

    染谷 紗花  

6 F141551  いしかわJr 染谷 紗花 #3: 4-6 7-5 6-2  

     植月 ゆず香

7 F157710  たかぎSC 植月 ゆず香  #18: 6-1 6-1

    植月 ゆず香  

8 F146913  ファーストTA 石田 環 [7] #4: 6-1 6-1  

     井上 みのり

9 F156928  荒神山TS 丸山 唯 [3]  #29: 6-3 6-4

    丸山 唯 [3]  

10 F141569  ATS 前田 梓菜 #5: 6-1 6-3  

     丸山 唯 [3]

11 F159408  SUMMIT 南 珠愛  #19: 7-5 6-7(4) 6-1

    山田 涼楓  

12 F156926  荒神山TS 山田 涼楓 #6: 7-6(2) 6-0  

     丸山 唯 [3]

13 F142218  大林TS 藤岡 結衣  #26: 6-4 6-1

    新井 優月  

14 F147665  仁愛女子高校 新井 優月 #7: 6-0 6-1  

     新井 優月

15 F161592  ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 彦坂 美玖  #20: 1-6 6-3 6-1

    彦坂 美玖  

16 F161593  ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 酒師 未遥 [6] #8: 6-4 6-0  

     井上 みのり

17 F141766  大林TS 上田 晴菜 [5]  #32: 4-6 6-1 6-4

    上田 晴菜 [5]  

18 F142180  センティア 釜谷 美咲希 #9: 6-1 6-1  

     上田 晴菜 [5]

19 F141757  TCロコモーション 瀬知 いずみ  #21: 6-2 6-2

    瀬知 いずみ  

20 F141540  TEAM KIT 長谷川 紬 #10: 2-6 6-0 6-3  

     上田 晴菜 [5]

21 F690476  福井庭球少年団 池尾 紅華  #27: 6-0 6-1

    大積 綾乃  

22 F83980  ATS 大積 綾乃 #11: 6-0 6-2  

     大積 綾乃

23 F146960  ファーストTA 石田 貴恵  #22: 7-5 3-6 6-4

    奥出 彩帆 [4]  

24 F161588  今立ＴＣ 奥出 彩帆 [4] #12: 3-6 6-3 6-4  

     上田 晴菜 [5]

25 F157408  荒神山TS 田中 柚葉 [8]  #30: 6-2 6-2

    田中 柚葉 [8]  

26 F164896  CLUE 和田 ひなた #13: 6-3 6-0  

     田中 柚葉 [8]

27 F161600  Winner 坂川 舞桜  #23: 6-3 6-3

    小林 心遥  

28 F146970  YeLL 小林 心遥 #14: 6-1 6-1  

     石井 颯 [2]

29 F146933  マリンブルーTS 貝良塚 心音  #28: 6-3 6-0

    土田 映海  

30 F146936  BROS TC 土田 映海 #15: 6-3 6-2  

     石井 颯 [2]

31 F161670  こみゅてに 幸村 彩永  #24: 6-1 6-2

    石井 颯 [2]  

32 F159397  新潟第一高 石井 颯 [2] #16: 6-0 6-1

     

   順位 3-4 丸山 唯 [3]  

    丸山 唯 [3]

   石井 颯 [2] #31: 6-3 1-6 6-4

    

   



[ジュニア_中牟田] 2022 中牟田杯ジュニア北信越予選

BD 15-エクストラ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Semifinals Final 勝者

M125929   北陸高校 牧野 楓也

1 M84410   北陸高校 天谷 俊介 笹森 大貴

M157218   KTC 笹森 大貴 原山 将豪

2 M156914   

エムスタイル

TA 原山 将豪 #1: 2-6 6-3 [10-8] 犬井 輝

M146917   北陸高校 犬井 輝  岸本 幸大

3 M161585   北陸高校 岸本 幸大 犬井 輝 #4: 6-3 6-2

M157149   

エムスタイル

TA 大越 楓真 岸本 幸大  

4 M156861   team　HERO 小泉 晴冨 #2: 3-6 6-2 [10-6]

    

 

牧野 楓也

    順位 4-5 天谷 俊介 牧野 楓也

    大越 楓真 天谷 俊介

    小泉 晴冨 #3: 9-7

     

    



[ジュニア_中牟田] 2022 中牟田杯ジュニア北信越予選

BD 15-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 都道府県 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

M83746  津幡ジュニア 中山 智裕 [1]

1 M83810  GETT 角谷 亮 中山 智裕 [1]

M81613  大林TS 新村 快心 角谷 亮

2 M141756  大林TS 道岸 優太 #1: 6-1 6-4 中山 智裕 [1]

M83764  小松ジュニアTC 宮岸 亮太朗  角谷 亮

3 M141576  GETT 田上 櫂斗 宮岸 亮太朗 #17: 6-2 6-2

M83878  ATS 久保田 創大 田上 櫂斗  

4 M141527  ウエストヒルズJT 赤羽根 遼真 #2: 6-2 6-3 中山 智裕 [1]

M178329  JSS富山 石田 大悟  角谷 亮

5 M142175  JSS富山 草東 七施 石田 大悟 #25: 6-2 6-2

M142185  JSS富山 勝田 陽人 草東 七施  

6 M142193  Z-Ⅱ 齊藤 秀哉 #3: 6-4 3-6 [10-5] 大越 楓真 [8]

M167114  魚津市TA 岩崎 泰知  小泉 晴冨

7 M142188  大林TS 髙林 直偉人 大越 楓真 [8] #18: 6-0 6-4

M157149  エムスタイルTA 大越 楓真 [8] 小泉 晴冨  

8 M156861  team　HERO 小泉 晴冨 #4: 6-3 5-7 [10-6] 中山 智裕 [1]

M83767  小松ジュニアTC 宮岸 慶成 [4]  角谷 亮

9 M83900  TEAM KIT 源 拓真 宮岸 慶成 [4] #29: 6-2 6-2

M156938  STT 古田 龍之介 源 拓真  

10 M156925  下諏訪向陽高等学校 山田 航大 #5: 6-3 6-4 宮岸 慶成 [4]

M156927  ｍ＆ｍ　JTA 佐藤 陸皇  源 拓真

11 M157011  ｲﾗｺTC軽井沢 田中 克征 菅野 翔希 #19: 6-3 6-4

M80452  東京学館新潟高 菅野 翔希 阿部 陽来  

12 M79158  東京学館新潟高 阿部 陽来 #6: 6-2 5-7 [10-7] 宮岸 慶成 [4]

M81222  ファミリーITS 加瀬 喜一郎  源 拓真

13 M146938  ファミリーITS 田中 絢翔 中山 皓幹 #26: 6-1 6-2

M141498  Y'sJr 中山 皓幹 立見 生吹  

14 M83766  GETT 立見 生吹 #7: 6-2 7-5 犬井 輝 [6]

M161587  鯖江ジュニア 梅田 蒼大  岸本 幸大

15 M161625  鯖江ジュニア 西野 秀 犬井 輝 [6] #20: 4-6 6-3 [10-4]

M146917  北陸高校 犬井 輝 [6] 岸本 幸大  

16 M161585  北陸高校 岸本 幸大 #8: 6-0 6-1 川西 飛生 [2]

M81184  東京学館新潟高 伊藤 唯 [7]  辻本 悠嗣

17 M81380  JSSジャンボITS 横堀 陽太郎 伊藤 唯 [7] #32: 4-6 6-4 [10-4]

M161605  福井庭球少年団 佐々木 喬彬 横堀 陽太郎  

18 M690454  ヤスマＧＴＣ 大久保 洸生 #9: 6-1 6-2 伊藤 唯 [7]

M156934  エムスタイルTA 永井 飛駕  横堀 陽太郎

19 M157130  KTC 音喜多 秀康 戸根川 拓磨 #21: 6-0 6-3

M157240  ｍ＆ｍ　JTA 戸根川 拓磨 赤沼 逢兜  

20 M156942  ｍ＆ｍ　JTA 赤沼 逢兜 #10: 6-1 6-3 伊藤 唯 [7]

M161596  ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 坂川 陽向  横堀 陽太郎

21 M161616  ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 渡辺 大輝 坂川 陽向 #27: 6-4 1-6 [10-8]

M141755  魚津市TA 山田 結斗 渡辺 大輝  

22 M81690  大林TS 町田 陵太朗 #11: 6-2 6-1 牧野 楓也 [3]

M81229  T&S新発田ITS 加藤 大暉  天谷 俊介

23 M146935  長岡市TAジュニア教室 近藤 晟斗 牧野 楓也 [3] #22: 6-1 6-2

M125929  北陸高校 牧野 楓也 [3] 天谷 俊介  

24 M84410  北陸高校 天谷 俊介 #12: 7-6(3) 6-4 川西 飛生 [2]

M157218  KTC 笹森 大貴 [5]  辻本 悠嗣

25 M156914  エムスタイルTA 原山 将豪 笹森 大貴 [5] #30: 6-4 7-6(2)

M146972  BROS TC 堀川 朝陽 原山 将豪  

26 M146962  YeLL 浦澤 伊織 #13: 6-2 7-6(2) 笹森 大貴 [5]

M167116  大林TS 田中 志門  原山 将豪

27 M141769  大林TS 西村 理立 前田 優 #23: 6-4 6-1

M141587  津幡ジュニア 前田 優 高出 晴日  

28 M141555  津幡ジュニア 高出 晴日 #14: 6-3 7-5 川西 飛生 [2]

M161584  ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 玉木 偉士  辻本 悠嗣

29 M161582  北陸高校 皿澤 敬太 佐藤 航瑛 #28: 6-7(5) 6-2 [10-3]

M146945  YeLL 佐藤 航瑛 神林 奏  

30 M146959  YeLL 神林 奏 #15: 6-4 6-3 川西 飛生 [2]

M141611  津幡ジュニア 板坂 翼  辻本 悠嗣

31 M141571  津幡ジュニア 野原 惇央 川西 飛生 [2] #24: 6-4 6-2

M83898  TEAM KIT 川西 飛生 [2] 辻本 悠嗣  

32 M83811  GETT 辻本 悠嗣 #16: 6-1 6-0

    宮岸 慶成 [4]

   順位 3-4 源 拓真 伊藤 唯 [7]

   伊藤 唯 [7] 横堀 陽太郎

   横堀 陽太郎 #31: 6-3 7-6(4)

    

   



[ジュニア_中牟田] 2022 中牟田杯ジュニア北信越予選

GD 15-エクストラ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Semifinals Final 勝者

F690474   

ＦＵＫＵＩ．

ＪＴＴ 二之宮 華穏

1 F147665   仁愛女子高校 新井 優月 二之宮 華穏

F157104   

エムスタイル

TA 黒岩 愛右 新井 優月

2 F157074   荒神山TS 春日 彩杏 #1: 8-5 岡本 あずさ

F156915   

エムスタイル

TA 高橋 そら  丸山 唯

3 F157710   たかぎSC 植月 ゆず香 岡本 あずさ #4: 8-4

F157120   

エムスタイル

TA 岡本 あずさ 丸山 唯  

4 F156928   荒神山TS 丸山 唯 #2: 8-5

    

 

黒岩 愛右

    順位 4-5 春日 彩杏 高橋 そら

    高橋 そら 植月 ゆず香

    植月 ゆず香 #3: 8-5

     

    



[ジュニア_中牟田] 2022 中牟田杯ジュニア北信越予選

GD 15-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 都道府県 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

F161592  

ＦＵＫＵＩ．ＪＴ

Ｔ 彦坂 美玖 [1]

1 F161593  

ＦＵＫＵＩ．ＪＴ

Ｔ 酒師 未遥 彦坂 美玖 [1]

F146934  マリンブルーTS 上田 夏萠 酒師 未遥

2 F81403  マリンブルーTS 石栗 麗夢 #1: 6-1 6-0 石田 環

F160943  こみゅてに 奥野 愛望  石田 貴恵

3 F160941  こみゅてに 若尾 梨々花 石田 環 #17: 6-2 4-6 [10-5]

F146913  ファーストTA 石田 環 石田 貴恵  

4 F146960  ファーストTA 石田 貴恵 #2: 6-0 6-1 石田 環

F171549  志賀ジュニアTC 南 星凪  石田 貴恵

5 F141525  志賀ジュニアTC 工藤 珠音 南 星凪 #25: 6-3 4-6 [10-8]

F161599  鯖江ジュニア 山岸 音葉 工藤 珠音  

6 F161630  鯖江ジュニア 澤田 好未 #3: 7-5 6-4 二之宮 華穏 [8]

F160934  JSS富山 佐伯 來蘭  新井 優月

7 F179335  魚津市TA 岩崎 絢花 二之宮 華穏 [8] #18: 7-5 6-1

F690474  

ＦＵＫＵＩ．ＪＴ

Ｔ 二之宮 華穏 [8] 新井 優月  

8 F147665  仁愛女子高校 新井 優月 #4: 6-1 6-0 山田 涼楓

F157104  エムスタイルTA 黒岩 愛右 [4]  田中 柚葉

9 F157074  荒神山TS 春日 彩杏 黒岩 愛右 [4] #29: 1-6 7-5 [10-8]

F190134  舟橋中学校 中本 杏姫 春日 彩杏  

10 F190133  舟橋中学校 能登 香 #5: 6-0 6-1 黒岩 愛右 [4]

F156933  ｲﾗｺTC軽井沢 伊藤 迦音  春日 彩杏

11 F157434  ｍ＆ｍ　JTA 横川 紗也 伊藤 迦音 #19: 6-4 7-5

F179977  JSS富山 渡邉 碧伊 横川 紗也  

12 F179976  JSS富山 荒井 奏音 #6: 6-0 6-1 山田 涼楓

F83956  津幡ジュニア 濱﨑 ちはる  田中 柚葉

13 F141540  TEAM KIT 長谷川 紬 山田 涼楓 #26: 6-2 5-7 [10-6]

F156926  荒神山TS 山田 涼楓 田中 柚葉  

14 F157408  荒神山TS 田中 柚葉 #7: 7-6(5) 4-6 [10-4] 山田 涼楓

F178139  福井庭球少年団 吉澤 愛莉  田中 柚葉

15 F178165  チーム”時” 奥野 琴音 前田 梓菜 [7] #20: 6-2 2-6 [10-7]

F141569  ATS 前田 梓菜 [7] 南 珠愛  

16 F159408  SUMMIT 南 珠愛 #8: 6-2 6-1 石井 昊

F157113  ｍ＆ｍ　JTA 宮澤 福奈 [5]  石井 颯

17 F157176  ｍ＆ｍ　JTA 関 心花 宮澤 福奈 [5] #32: 6-4 7-6(2)

F141504  ATS 中森 琶菜 関 心花  

18 F161427  GETT 丸田 芽生莉 #9: 6-2 6-3 宮澤 福奈 [5]

F164896  CLUE 和田 ひなた  関 心花

19 F83980  ATS 大積 綾乃 小波 うた #21: 6-0 6-7(5) [10-8]

F141484  CLUE 小波 うた 染谷 紗花  

20 F141551  いしかわJr 染谷 紗花 #10: 6-4 6-3 宮澤 福奈 [5]

F157079  KTC 西尾 和奏成  関 心花

21 F157296  荒神山TS 野村 唯夢 西尾 和奏成 #27: 6-4 6-2

F180361  JSSジャンボITS 丹下 彩佳 野村 唯夢  

22 F180371  長岡蒼柴SC 山口 千果 #11: 6-2 6-0 岡本 あずさ [3]

F161609  鯖江ジュニア 小倉 咲穂  丸山 唯

23 F690463  鯖江ジュニア 岩尾 ゆめな 岡本 あずさ [3] #22: 7-5 6-1

F157120  エムスタイルTA 岡本 あずさ [3] 丸山 唯  

24 F156928  荒神山TS 丸山 唯 #12: 6-1 6-0 石井 昊

F161618  福井庭球少年団 内田 紫心 [6]  石井 颯

25 F690476  福井庭球少年団 池尾 紅華 石井 昊 #30: 6-3 6-2

F159398  新潟第一高 石井 昊 石井 颯  

26 F159397  新潟第一高 石井 颯 #13: 6-2 6-0 石井 昊

F142212  センティア 宮腰 咲希  石井 颯

27 F142218  大林TS 藤岡 結衣 宮腰 咲希 #23: 6-1 6-0

F146970  YeLL 小林 心遥 藤岡 結衣  

28 F146973  YeLL 渡邉 心葉 #14: 6-2 6-2 石井 昊

F146940  JSSジャンボITS 佐藤 瑠璃  石井 颯

29 F146933  マリンブルーTS 貝良塚 心音 佐藤 瑠璃 #28: 7-6(2) 6-2

F161600  Winner 坂川 舞桜 貝良塚 心音  

30 F690453  ヤスマＧＴＣ 岩井 あかね #15: 6-2 6-2 高橋 そら [2]

F172176  センティア 吉田 釉菜  植月 ゆず香

31 F161670  こみゅてに 幸村 彩永 高橋 そら [2] #24: 6-0 6-3

F156915  エムスタイルTA 高橋 そら [2] 植月 ゆず香  

32 F157710  たかぎSC 植月 ゆず香 #16: 6-2 6-1

    石田 環

   順位 3-4 石田 貴恵 石田 環

   宮澤 福奈 [5] 石田 貴恵

   関 心花 #31: 7-6(6) 7-6(2)
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