
主 催
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 ダンロップ　オーストラリアンオープン

■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 矢部　清隆
委 員 横山　悟 菊沢　裕 山元　政明 井沢　信一

木下　悟志 山村　好孝 小林　和彦 鹿田　純雄
阿部　丈晴 冨田　紀子 野村　智弘 川崎　敏弘
平野　雅憲 杉森　清俊 岸　　 徹 戸田　英利
田中　力 吉村　隆 八ッ橋幸代 広野　幹夫
三日市 政司

■選考委員 山村　好孝 阿部　丈晴

■競技役員
ディレクター 大平　久喜
レフリー 木村美恵子
ロービング 9/3(土)桑原　顕三 木村　和男 小岩　省吾 吹田　光平 羽賀　節子 久川　則子
　　　アンパイア 9/4(日)寺口　友彦 小岩　省吾 米山　浩一 河合　孝夫 吹田　光平 森木　啓明
ロービングアンパイア 9/5(月)小岩　省吾 廣田　裕輝 南雲　達也 横田　和広 吹田　光平 久川　則子
　　　・SCU 北村　敦子

進行・記録・受付 貝瀬　淳子

新潟県南魚沼市万条新田４１７番地　　℡　０２５-７８３－３５３３
南魚沼市　大原運動公園テニスコート　　（砂入り人工芝）

【結果】2022 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

令和４年９月３日(土）・４日（日）・５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



【結果】2022RSK全国選抜ジュニアテニス大会　Ｕ－13
北信越地区予選大会   9/3～5  新潟県南魚沼市：大原運動公園テニスコート

男子2位まで、女子2位まで全国大会の出場権を得ました。

（全国大会）
2022RSK全国選抜ジュニアテニス大会
令和4年10月14日（金）～16日（日）
岡山県浦安総合公園テニスコート

男子シングルス

優勝 拓真 （ 石川 ：源

宮岸

竹内

TEAM KIT ）

準優勝 慶成 （ 石川 ： 小松ジュニアTC ）

）

第4位 直偉人 （ 富山 ： 大林TS ）

第3位 聡 （ 石川 ： TEAM KIT

髙林

）

第6位 飛駕 （ 長野 ： エムスタイルTA ）

第5位 克征 （ 長野 ： イラコTC軽井沢田中

永井

女子シングルス

優勝 柚葉 （ 長野 ：

）

第8位 泰知 （ 富山 ： 魚津市TA ）

第7位 悠翔 （ 新潟 ： ファミリーITS田中

岩崎

田中 荒神山TS ）

準優勝 涼楓 （ 長野 ： 荒神山TS ）山田

）

第4位 咲希 （ 富山 ： センティア ）

第3位 ひなた （ 石川 ： CLUE和田

宮腰

）

第6位 菜実 （ 石川 ： Y'sJr ）

第5位 心遥 （ 新潟 ： YeLL小林

伊山

）

第8位 結衣 （ 富山 ： 大林TS ）

第7位 優里愛 （ 長野 ： NTA山﨑

藤岡



[ジュニア_RSK] 2022 RSKジュニア北信越予選
BS 13
日付

03 - 05 9 2022
郡市区町村

JPN
Website

印刷済: 2022/09/05 21:07:42

都道府県 所属団体 Round 1

1 TEAM KIT  源 拓真 [1]

2 大林TS  大井 悠喜

3 鯖江ジュニア  西野 伶

4 大林TS  吉川 真央

5 BROS TC  堀川 朝陽

6 いしかわJr  山村 未来

7 GETT  前中 良介

8 エムスタイルTA  永井 飛駕 [7]

9 イラコTC軽井沢  田中 克征 [3]

10 BROS TC  小竹 尚勝

11 センティア  釜谷 充希

12 ｍ＆ｍ　JTA  赤沼 逢兜

13 GETT  寺譯 楓斗

14 武生ジュニア  岸本 幸己

15 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ  禿氏 恵侑

16 大林TS  髙林 直偉人 [5]

17 ファミリーITS  田中 悠翔 [6]

18 ヤスマＧＴＣ  片谷 昂樹

19 T&S新発田ITS  原田 雄太

20 TEAM KIT  矢原 青空

21 team　HERO  松木 琉偉

22 ファミリーITS  米山 未来登

23 JSS富山  勝田 陽人

24 小松ジュニアTC  宮岸 慶成 [4]

25 魚津市TA  岩崎 泰知 [8]

26 KTC  西尾 湊太郎

27 STT  志水 陽奏

28 T&S新発田ITS  田邉 壮司

29 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ  前田 一稀

30 ヤスマＧＴＣ  片谷 智咲樹

31 ATS  柴田 零士

32 TEAM KIT  竹内 聡 [2]

Round 2

 源 拓真 [1]
 #1: 6-0 6-2 

 吉川 真央
 #2: 6-2 7-6(7) 

 堀川 朝陽
 #3: 6-4 6-3 

 永井 飛駕 [7]
 #4: 4-6 6-2 7-5 

 田中 克征 [3]
 #5: 6-2 6-1 

 赤沼 逢兜
 #6: 7-6(3) 7-6(5) 

 岸本 幸己
 #7: 6-4 4-6 6-2 

 髙林 直偉人 [5]
 #8: 6-1 6-0 

 田中 悠翔 [6]
 #9: 7-5 6-3 

 原田 雄太
 #10: 6-3 3-6 6-4 

 松木 琉偉
 #11: 6-4 6-3 

 宮岸 慶成 [4]
 #12: 6-1 6-1 

 岩崎 泰知 [8]
 #13: 6-2 6-0 

 志水 陽奏
 #14: 6-3 6-2 

 片谷 智咲樹
 #15: 6-2 6-3 

 竹内 聡 [2]
 #16: 6-4 6-1 

Quarterfinals

 源 拓真 [1]
 #17: 6-0 6-1 

 永井 飛駕 [7]
 #18: 6-1 6-4 

 田中 克征 [3]
 #19: 6-4 7-6(6) 

 髙林 直偉人 [5]
 #20: 6-1 6-4 

 田中 悠翔 [6]
 #21: 6-4 6-2 

 宮岸 慶成 [4]
 #22: 6-0 6-1 

 岩崎 泰知 [8]
 #23: 6-1 6-2 

 竹内 聡 [2]
 #24: 6-1 6-3 

Semifinals

 源 拓真 [1]
 #25: 6-4 6-1 

 髙林 直偉人 [5]
 #26: 7-6(0) 6-3 

 宮岸 慶成 [4]
 #27: 6-2 6-1 

 竹内 聡 [2]
 #28: 2-6 6-3 7-5 

 髙林 直偉人 [5]順位 3-4

 竹内 聡 [2]

Final

 源 拓真 [1]
 #29: 6-0 6-3 

 宮岸 慶成 [4]
 #30: 6-3 6-0 

 竹内 聡 [2]
 #31: 6-4 6-1 

 源 拓真 [1]
 #32: 4-6 6-3 6-2 

# シード選手

1 源 拓真
2 竹内 聡
3 田中 克征
4 宮岸 慶成
5 髙林 直偉人
6 田中 悠翔
7 永井 飛駕
8 岩崎 泰知

# ラッキールーザー Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名
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都道府県 所属団体 Semifinals

1 エムスタイルTA  永井 飛駕

2 ファミリーITS  田中 悠翔

3 イラコTC軽井沢  田中 克征

4 魚津市TA  岩崎 泰知

Final

 永井 飛駕
 #1: 6-3 6-1 

 田中 克征
 #2: 6-4 6-3 

 田中 悠翔順位 4-5

 岩崎 泰知

勝者

 田中 克征
 #4: 6-3 6-1 

 田中 悠翔
 #3: 4-6 7-5 [10-6] 

# シード選手 # 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 



[ジュニア_RSK] 2022 RSKジュニア北信越予選
GS 13
日付

03 - 05 9 2022
郡市区町村

JPN
Website

印刷済: 2022/09/05 21:07:42

都道府県 所属団体 Round 1

1 荒神山TS  田中 柚葉 [1]

2 こみゅてに  奥野 愛望

3 大林TS  杉森 美来

4 荒神山TS  田中 千尋

5 さくらテニスガーデン  高橋 裕葦

6 諏訪湖の森TC  小池 夏美

7 こみゅてに  若尾 梨々花

8 YeLL  小林 心遥 [8]

9 エムスタイルTA  黒岩 愛右 [4]

10 CLUE  和田 ひなた

11 YeLL  渡邉 心葉

12 チーム”時”  奥野 琴音

13 T&S新発田ITS  佐々木 美早

14 team　HERO  松木 あみ

15 ヤスマＧＴＣ  大久保 真子

16 大林TS  藤岡 結衣 [6]

17 センティア  宮腰 咲希 [5]

18 マリンブルーTS  矢島 叶歩

19 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ  玉木 彩愛

20 小松ジュニアTC  林 恵凜奈

21 魚津市TA  岩崎 絢花

22 さくらテニスガーデン  杉本 小茉莉

23 GETT  丸田 芽生莉

24 NTA  山﨑 優里愛 [3]

25 Winner  坂川 舞桜 [7]

26 福井庭球少年団  吉澤 愛莉

27 Y'sJr  伊山 菜実

28 ヤスマＧＴＣ  岩井 あかね

29 GETT  吉田 奈央

30 ATS  中森 琶菜

31 荒神山TS  春日 彩杏

32 荒神山TS  山田 涼楓 [2]

Round 2

 田中 柚葉 [1]
 #1: 6-0 6-0 

 田中 千尋
 #2: 7-5 3-6 6-4 

 高橋 裕葦
 #3: 6-1 6-0 

 小林 心遥 [8]
 #4: 2-6 6-0 6-1 

 和田 ひなた
 #5: 6-4 6-2 

 渡邉 心葉
 #6: 6-2 6-4 

 佐々木 美早
 #7: 6-2 6-4 

 藤岡 結衣 [6]
 #8: 6-2 6-1 

 宮腰 咲希 [5]
 #9: 6-1 6-1 

 林 恵凜奈
 #10: 6-2 6-0 

 杉本 小茉莉
 #11: 6-3 6-0 

 山﨑 優里愛 [3]
 #12: 6-1 7-5 

 坂川 舞桜 [7]
 #13: 6-4 7-6(6) 

 伊山 菜実
 #14: 7-6(0) 6-7(1) 6-3 

 吉田 奈央
 #15: 7-5 7-6(3) 

 山田 涼楓 [2]
 #16: 4-6 6-1 6-1 

Quarterfinals

 田中 柚葉 [1]
 #17: 6-0 6-0 

 小林 心遥 [8]
 #18: 6-1 6-4 

 和田 ひなた
 #19: 6-4 6-4 

 藤岡 結衣 [6]
 #20: 6-4 6-4 

 宮腰 咲希 [5]
 #21: 6-2 6-4 

 山﨑 優里愛 [3]
 #22: 6-3 6-3 

 伊山 菜実
 #23: 6-2 6-4 

 山田 涼楓 [2]
 #24: 6-3 6-4 

Semifinals

 田中 柚葉 [1]
 #25: 6-1 6-1 

 和田 ひなた
 #26: 3-6 7-5 3-0 Ret.

 宮腰 咲希 [5]
 #27: 6-3 6-1 

 山田 涼楓 [2]
 #28: 6-3 6-1 

 和田 ひなた順位 3-4

 宮腰 咲希 [5]

Final

 田中 柚葉 [1]
 #29: 6-2 6-3 

 山田 涼楓 [2]
 #30: 6-4 6-4 

 和田 ひなた
 #31: 6-2 6-3 

 田中 柚葉 [1]
 #32: 6-3 6-3 

# シード選手

1 田中 柚葉
2 山田 涼楓
3 山﨑 優里愛
4 黒岩 愛右
5 宮腰 咲希
6 藤岡 結衣
7 坂川 舞桜
8 小林 心遥

# ラッキールーザー Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 



[ジュニア_RSK] 2022 RSKジュニア北信越予選
GS 13 - GS 13 5-8位決定戦
日付

03 - 05 9 2022
郡市区町村

JPN
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都道府県 所属団体 Semifinals

1 大林TS  藤岡 結衣

2 YeLL  小林 心遥

3 NTA  山﨑 優里愛

4 Y'sJr  伊山 菜実

Final

 小林 心遥
 #1: w.o.

 伊山 菜実
 #2: 6-3 6-1 

 藤岡 結衣順位 4-5

 山﨑 優里愛

勝者

 小林 心遥
 #4: 4-6 6-4 [11-9] 

 山﨑 優里愛
 #3: w.o.

# シード選手 # 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 


