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主 管 新潟県テニス協会ジュニア委員会
協 力

後 援 新潟県
期 日
会 場

使 用 球

■大会役員
会 長 宮崎　甚一
副 会 長 米山　　勉 吉澤　之榮 岡田　直樹 安間　保行
委 員 長 野崎　拓哉
委 員 三村　　功 石原　法男 吉田　俊朗 矢部　清隆

井沢　信一 山元　政明 山村　好孝 小林　和彦
鹿田　純雄 横山　　悟 法龍院　充 冨田　紀子
菊沢　　裕 吉村　　隆 野村　智弘 遠藤　武次
平野　雅憲 杉森　清俊 戸田　英利 岸　　　徹
田中　　力 川崎　敏弘 八ッ橋幸代 三日市政司
広野　幹夫 島　喜代美

■選考委員
山村　好孝 阿部　丈晴

■競技役員
ディレクター 阿部　丈晴
レフリー 木村美恵子
ロービング 8/25 寺口　友彦 桑原　顕三 小岩　省吾 川口　政久 小山　圭介 岡村　敦子
　　　アンパイア 8/26 木村　和男 小岩　省吾 川口　政久 小山　圭介 森木　啓明 宮越　富士子

ロービング・ソロチェア 8/27 上村　祐貴 廣田　裕輝 茂野　恵美子吹田　光平 松川　正則 米山　浩一
　　　アンパイア
進行・記録・受付 足利 久美子貝瀬　淳子

新潟県南魚沼市万条新田４１７番地　　℡　０２５-７８３－３５３３
ダンロップ　スリクソン

南魚沼市市　大原運動公園テニスコート　　（砂入り人工芝）

【結果】2018 ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス大会　Ｕ－13

北信越地区予選大会

北信越テニス協会
新潟県テニス協会　

南魚沼市テニス協会

平成３０年８月２５日(土）・２６日（日）・２７日（月）　 予備日なし

中越地区テニス協会
日本女子テニス連盟新潟県支部



2018RSK全国選抜ジュニアテニス大会U13北信越地区予選大会

平成30年8月25日～27日 南魚沼市：大原運動公園

第6位

第8位

第7位

第8位

13歳以下男子シングルス

13歳以下女子シングルス

優勝

準優勝

村上 稜真 (GETT)

岩崎 温生 (大林ＴＳ)

奥出 悠貴 (今立ＴＣ)

張田 陽生 (大林ＴＳ)

優勝

準優勝

第3位

第4位

第5位

第3位

第4位

第5位

第6位

第7位

小柴 美波 (長岡北部Jr)

中島 暁 (エムスタイルTA)

高崎 昊大 (GETT)

篭田 稜久 (STT)

犬飼 拓真 (エムスタイルTA)

瀬戸 祐希奈 (大林ＴＳ)

鈴木 まこ (さくらテニスガーデン)

安養 侑歩 (センティア)

畠 さゆり (T&S新発田ITS)

清水 瑠愛 (ＦＵＫＵＩＪＴＴ)

高間 胡羽 (福井テニススポ少)

山森 姿月 (TEAM　KIT)



2018RSK全国選抜ジュニアテニス大会U13北信越地区予選大会
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日付

25 - 27 8 2018
郡市区町村

南魚沼市, JPN
Website

印刷済: 2018/08/27 18:05:24
選手登録番号 Rank 所属団体 St. Round 1

1 25 エムスタイルTA 長野 中島 暁 [1]

2 大林ＴＳ 富山 小野 陽杜

3 ＦＵＫＵＩＪＴＴ 福井 前田 優

4 津幡ジュニア 石川 松根 拓希

5 92 Y'sJr 石川 吉田 圭佑

6 上越グリーンITS 新潟 植木 浬玖

7 北陸中学校 福井 北嶋 将伍

8 76 大林ＴＳ 富山 岩崎 温生 [5]

9 75 NTA 長野 北林 由伊 [4]

10 大林ＴＳ 富山 張田 陽生

11 team HERO 長野 義家 充樹

12 大林ＴＳ 富山 竹内 陽斗

13 team HERO 長野 新井 暖人

14 エムスタイルTA 長野 犬飼 拓真

15 91 上越グリーンITS 新潟 水澤 康生

16 76 武生ジュニア 福井 森脇 央介 [5]

17 79 STT 長野 篭田 稜久 [7]

18 駒ヶ根テニスカレッジ 長野 山田 麗生

19 三条ファミリーTC 新潟 渡邊 晴木

20 さくらテニスガーデン 新潟 山崎 嘉太郎

21 GETT 石川 源 聖悟

22 GETT 石川 角谷 亮

23 センティア 富山 宮崎 凰雅

24 61 今立ＴＣ 福井 奥出 悠貴 [3]

25 84 ＳＡＳＣ 福井 関内 優太 [8]

26 勝山ＪＴＣ 福井 長谷川 晴人

27 あすなろ倶楽部 富山 茂住 隼矢

28 87 GETT 石川 高崎 昊大

29 新潟ジャンボITS 新潟 松田 大地

30 三条ファミリーTC 新潟 河治 樹

31 新潟ジャンボITS 新潟 横堀 陽太郎

32 57 GETT 石川 村上 稜真 [2]

Round 2

中島 暁 [1]
 #1: 6-1 6-0 

松根 拓希
 #2: 7-5 3-6 6-3 

吉田 圭佑
 #3: 6-1 6-2 

岩崎 温生 [5]
 #4: 6-3 6-4 

張田 陽生
 #5: 6-2 3-6 7-5 

義家 充樹
 #6: 3-6 6-4 6-4 

犬飼 拓真
 #7: 6-4 6-2 

森脇 央介 [5]
 #8: 6-1 6-4 

篭田 稜久 [7]
 #9: 6-4 6-3 

山崎 嘉太郎
 #10: 6-3 6-2 

角谷 亮
 #11: 6-3 6-4 

奥出 悠貴 [3]
 #12: 3-6 6-3 7-5 

関内 優太 [8]
 #13: 6-2 6-1 

高崎 昊大
 #14: 6-3 6-3 

河治 樹
 #15: 6-2 6-0 

村上 稜真 [2]
 #16: 6-2 6-1 

Quarterfinals

中島 暁 [1]
 #17: 6-1 6-0 

岩崎 温生 [5]
 #18: 6-3 6-3 

張田 陽生
 #19: 7-5 6-0 

犬飼 拓真
 #20: 1-6 6-3 7-6(4) 

篭田 稜久 [7]
 #21: 6-3 6-4 

奥出 悠貴 [3]
 #22: 6-1 6-3 

高崎 昊大
 #23: 6-1 6-4 

村上 稜真 [2]
 #24: 6-3 6-1 

Semifinals

中島 暁 [1]
 #25: 6-0 6-0 

犬飼 拓真
 #26: 6-1 4-6 6-3 

篭田 稜久 [7]
 #27: 5-7 6-3 6-2 

高崎 昊大
 #28: 1-6 6-4 6-4 

犬飼 拓真順位 3-4

篭田 稜久 [7]

Final

中島 暁 [1]
 #31: 6-2 6-2 

高崎 昊大
 #32: 7-5 7-5 

篭田 稜久 [7]
 #35: 8-2 

中島 暁 [1]
 #36: 6-2 6-3 
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選手登録番号 Rank 所属団体 St. Round 1

1 55 大林ＴＳ 富山 瀬戸 祐希奈 [1]

2 GETT 石川 吉野 真央

3 FFTA Nanao 石川 前田 ミチル

4 小松ジュニア 石川 田中 愛純

5 新潟ジャンボITS 新潟 畑川 ひかり

6 ヤスマＧＴＣ 福井 林 唯月

7 80 ＪＳＳ富山 富山 加藤 彩羽

8 71 福井テニススポ少 福井 高間 胡羽 [8]

9 59 T&S新発田ITS 新潟 畠 さゆり [3]

10 鯖江ジュニア 福井 畠中 萌花

11 83 team HERO 長野 西村 美璃

12 78 鯖江ジュニア 福井 揚原 桃花

13 荒神山テニススクール 長野 加藤 優歩

14 79 マリンブルーTS 新潟 小林 心優

15 エムスタイルTA 長野 町田 莉良

16 67 ＦＵＫＵＩＪＴＴ 福井 清水 瑠愛 [7]

17 61 TEAM KIT 石川 山森 姿月 [5]

18 荒神山テニススクール 長野 飯沼 有美

19 88 センティア 富山 吉江 優楽

20 team HERO 長野 片塩 和奏

21 ヤスマＧＴＣ 福井 久末 美璃

22 大林ＴＳ 富山 上田 晴菜

23 あすなろ倶楽部 富山 伊藤 千遥

24 60 センティア 富山 安養 侑歩 [4]

25 64 さくらテニスガーデン 新潟 鈴木 まこ [6]

26 長岡市TAジュニア教室 新潟 大関 優和

27 柿崎テニスクラブ 新潟 木村 天音

28 YeLL 新潟 佐々木 理子

29 長岡北部Jr 新潟 小柴 美波

30 小松ジュニア 石川 林 優実奈

31 TEAM KIT 石川 保志場 美空

32 57 エースTC 長野 吉澤 心咲 [2]

Round 2

瀬戸 祐希奈 [1]
 #1: 6-3 6-0 

前田 ミチル
 #2: 6-3 7-5 

畑川 ひかり
 #3: 6-4 4-6 7-5 

高間 胡羽 [8]
 #4: 6-2 6-3 

畠 さゆり [3]
 #5: 7-6(4) 6-2 

揚原 桃花
 #6: 6-0 6-2 

小林 心優
 #7: 6-2 6-2 

清水 瑠愛 [7]
 #8: 6-1 6-2 

山森 姿月 [5]
 #9: 6-4 5-7 6-2 

吉江 優楽
 #10: 6-4 2-6 6-4 

上田 晴菜
 #11: 6-3 6-3 

安養 侑歩 [4]
 #12: 6-0 6-0 

鈴木 まこ [6]
 #13: 6-1 6-4 

木村 天音
 #14: 4-6 6-1 6-1 

小柴 美波
 #15: 6-1 6-1 

吉澤 心咲 [2]
 #16: 6-0 6-3 

Quarterfinals

瀬戸 祐希奈 [1]
 #17: 6-3 1-6 6-4 

高間 胡羽 [8]
 #18: 6-0 6-0 

畠 さゆり [3]
 #19: 6-4 6-4 

清水 瑠愛 [7]
 #20: 7-6(5) 7-5 

山森 姿月 [5]
 #21: 6-1 6-4 

安養 侑歩 [4]
 #22: 6-1 6-2 

鈴木 まこ [6]
 #23: 6-0 6-0 

小柴 美波
 #24: 2-6 6-2 6-1 

Semifinals

瀬戸 祐希奈 [1]
 #25: 6-2 6-4 

畠 さゆり [3]
 #26: 6-3 6-3 

安養 侑歩 [4]
 #27: 6-3 6-1 

鈴木 まこ [6]
 #28: 6-4 6-2 

畠 さゆり [3]順位 3-4

安養 侑歩 [4]

Final

瀬戸 祐希奈 [1]
 #31: 6-2 6-4 

鈴木 まこ [6]
 #32: 6-0 6-1 

安養 侑歩 [4]
 #35: 8-6 

瀬戸 祐希奈 [1]
 #36: 6-0 6-4 



RSK北信越予選 8月27日
BS13
5位決定戦

岩崎 温生 
98(5)

村上 稜真
82

村上 稜真
83

7位決定戦

奥出 悠貴
84

GS13
5位決定戦

清水 瑠愛
84

清水 瑠愛
97

高間 胡羽 
98(1)

7位決定戦

山森 姿月
85

奥出 悠貴 (今立ＴＣ) [3]

村上 稜真 (GETT) [2]

張田 陽生 (大林ＴＳ)

山森 姿月 (TEAM KIT) [5]

奥出 悠貴 (今立ＴＣ) [3]

山森 姿月 (TEAM KIT) [5]

高間 胡羽 (福井テニススポ少) [8]

清水 瑠愛 (ＦＵＫＵＩＪＴＴ) [7]

岩崎 温生 (大林ＴＳ) [5]

張田 陽生 (大林ＴＳ)


