
2022全日本ジュニアテニス選手権(U18.16)北信越予選大会
福井市：福井運動公園県営テニス場 2022.7.16~20

《成績表》

18歳以下男子シングルス（U18BS・３２） 18歳以下女子シングルス（U18GS・３２）

順位 県 所属 順位 県 所属

1位 中島 暁 （ 長野 ・松本第一高校 ） 1位 砂田 未樹 （ 長野 ・松商学園高校 ）

2位 大沼 広季 （ 福井 ・北陸高校 ） 2位 白﨑 望愛 （ 福井 ・仁愛女子高校 ）

3位 鈴木 光生 （ 福井 ・北陸高校 ） 3位 吉田 琴美 （ 長野 ・松商学園高校 ）

4位 森 郁人 （ 福井 ・北陸高校 ） 4位 金子 妃美香 （ 長野 ・松商学園高校 ）

5位 篭田 稜久 （ 福井 ・北陸高校 ） 5位 瀬戸 祐希奈 （ 長野 ・松商学園高校 ）

6位 高崎 昊大 （ 石川 ・金沢錦丘高校 ） 6位 尾山 倭子 （ 石川 ・北陸学院高校 ）

7位 堀 宏成 （ 新潟 ・東京学館新潟高校 ） 7位 林 唯月 （ 福井 ・仁愛女子高校 ）

8位 山田 麗生 （ 長野 ・松商学園高校 ） 8位 國井 彩名 （ 福井 ・仁愛女子高校 ）

●5位までが全国大会出場予定 ●6位までが全国大会出場予定

18歳以下男子ダブルス（U18BD・１６） 18歳以下女子ダブルス（U18GD・１６）

大沼 広季 北陸高校 山﨑 さくら 松商学園高校

溝川 暖人 北陸高校 砂田 未樹 松商学園高校

中島 暁 松本第一高校 菱井 咲絵 仁愛女子高校

犬飼 拓真 松本第一高校 前田 星佳 仁愛女子高校

小野  陽杜 富山第一高校 白﨑 望愛 仁愛女子高校

織田 能毅 富山第一高校 弘原海 結子 仁愛女子高校

山田 麗生 松商学園高校 井關 麻央 北陸学院高校

原 爽叶 松商学園高校 尾山 倭子 北陸学院高校

●2位までが全国大会出場予定 ●3位までが全国大会出場予定

16歳以下男子シングルス（U16BS・３２） 16歳以下女子シングルス（U16GS・３２）

1位 水澤 康生 （ 新潟 ・東京学館新潟高校 ） 1位 藤井 柑奈 （ 長野 ・松商学園高校 ）

2位 木村 冬茉 （ 福井 ・北陸高校 ） 2位 明場 凛 （ 福井 ・仁愛女子高校 ）

3位 角谷 亮 （ 石川 ・GETT ） 3位 南 風音 （ 長野 ・松商学園高校 ）

4位 横堀 陽太郎 （ 新潟 ・JSSジャンボITS) ） 4位 丸山 唯 （ 長野 ・荒神山TS ）

5位 小島 温仁 （ 福井 ・北陸高校 ） 5位 上田 晴菜 （ 富山 ・大林TS) ）

6位 中山 智裕 （ 石川 ・津幡ジュニア ） 6位 畠 さゆり （ 新潟 ・開志国際高校 ）

7位 伊藤 唯 （ 新潟 ・東京学館新潟高校 ） 7位 石井 颯 （ 新潟 ・新潟第一高校 ）

8位 原山 将豪 （ 長野 ・エムスタイルTA) ） 8位 酒師 未遥 （ 福井 ・FUKUI.JTT ）

●5位までが全国大会出場予定 ●4位までが全国大会出場予定

16歳以下男子ダブルス（U16BD・１６） 16歳以下女子ダブルス（U16GD・１６）

木村 冬茉 北陸高校 保志場 美空 松商学園高校

小島 温仁 北陸高校 藤井 柑奈 松商学園高校

角谷 亮 GETT 南 風音 松商学園高校

中山 智裕 津端ジュニア 井上 みのり 松商学園高校

森山 稜大 チーム”時” 石田 紗矢 金沢二水高校

奥出 悠貴 今立TC 北村 海遥 金沢高校

伊藤 唯 東京学館新潟高校 酒師 未遥 FUKUI.JTT

阿部 陽来 東京学館新潟高校 彦坂 美玖 FUKUI.JTT

●2位までが全国大会出場予定 ●2位までが全国大会出場予定

【全国大会】
ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権2022　　2022年8月23日(火)～30日(火)

会場 大阪市　靭テニスセンター、吹田市　江坂テニスセンター
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[ジュニア_全日本] 2022 全日本ジュニア北信越予選U18U16

BS 16-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 東京学館新潟高校 新潟 水澤 康生 [1]  

   水澤 康生 [1]

2 GETT 石川 田上 櫂斗 7-5 7-5  

    水澤 康生 [1]

3 開志国際高校 新潟 佐々木 弘哉  6-1 6-1

   犬井 輝  

4 北陸高校 福井 犬井 輝 6-2 6-4  

    水澤 康生 [1]

5 東京学館新潟高校 新潟 伊藤 唯  6-1 6-1

   伊藤 唯  

6 富山第一高校 富山 野崎 大吾 6-0 6-0  

    伊藤 唯

7 チーム”時” 福井 森山 稜大  6-4 3-6 7-5

   奥出 悠貴 [6]  

8 今立ＴＣ 福井 奥出 悠貴 [6] 6-3 6-2  

    水澤 康生 [1]

9 JSSジャンボITS 新潟 横堀 陽太郎 [4]  6-7(8) 6-1 10-5

   横堀 陽太郎 [4]  

10 松本深志高校 長野 市川　 涼大 6-1 6-2  

    横堀 陽太郎 [4]

11 東京学館新潟高校 新潟 大内 大雅  6-3 6-4

   大内 大雅  

12 上市中学校 富山 吉田 一吹 6-2 6-1  

    横堀 陽太郎 [4]

13 津幡ジュニア 石川 中山 智裕  6-1 6-1

   中山 智裕  

14 金沢二水高校 石川 竹内 暖雅 6-2 6-2  

    中山 智裕

15 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 福井 玉木 偉士  7-6(6) 6-3

   馬場 貴大 [5]  

16 東京学館新潟高校 新潟 馬場 貴大 [5] 6-1 6-1  

    水澤 康生 [1]

17 エムスタイルTA 長野 原山 将豪 [7]  6-1 6-0

   原山 将豪 [7]  

18 伊那北高校 長野 春日 大彦 2-6 7-5 6-3  

    原山 将豪 [7]

19 飯田OIDE長姫高校 長野 林 耕平  6-3 6-4

   林 耕平  

20 富山第一高校 富山 萩原 快翔 6-3 6-2  

    角谷 亮

21 GETT 石川 角谷 亮  6-1 6-3

   角谷 亮  

22 小松ジュニアTC 石川 宮岸 亮太朗 w.o.  

    角谷 亮

23 松商学園高校 長野 宮澤 啓介  3-6 7-5 6-2

   宮澤 啓介  

24 富山第一高校 富山 茂住 隼矢 [3] 6-3 6-1  

    木村 冬茉 [2]

25 北陸高校 福井 天谷 俊介 [8]  6-2 6-4

   天谷 俊介 [8]  

26 松商学園高校 長野 国永 絋資 6-0 6-1  

    小島 温仁

27 富山第一高校 富山 奥村 風夢  6-2 6-2

   小島 温仁  

28 北陸高校 福井 小島 温仁 6-1 6-1  

    木村 冬茉 [2]

29 金沢高校 石川 染谷 柊真  7-6(2) 6-2

   加藤 大暉  

30 T&S新発田ITS 新潟 加藤 大暉 6-2 6-2  

    木村 冬茉 [2]

31 富山第一高校 富山 伊野 裕聖  6-0 6-1

   木村 冬茉 [2]  

32 北陸高校 福井 木村 冬茉 [2] 6-1 6-0

    

  順位 3-4 横堀 陽太郎 [4]  

   角谷 亮

  角谷 亮 w.o.

   

  



[ジュニア_全日本] 2022 全日本ジュニア北信越予選U18U16

BS16　5-8決定戦-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Semifinals Final 勝者

   

1 エムスタイルTA 長野 原山 将豪  

   小島 温仁

2 北陸高校 福井 小島 温仁 6-1 6-0  

    小島 温仁

3 東京学館新潟高校 新潟 伊藤 唯  7-6(1) 6-1

   中山 智裕  

4 津幡ジュニア 石川 中山 智裕 6-3 6-3

   

  順位 7-8 原山 将豪  

   伊藤 唯

  伊藤 唯 4-1 4-1

   

  



[ジュニア_全日本] 2022 全日本ジュニア北信越予選U18U16

GS 16-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 松商学園高校 長野 南 風音 [1]  

   南 風音 [1]

2 ATS 石川 前田 梓菜 6-0 6-0  

    南 風音 [1]

3 村上中等教育学校 新潟 富樫 七海  6-0 6-0

   富樫 七海  

4 福井庭球少年団 福井 内田 紫心 6-1 6-0  

    南 風音 [1]

5 センティア 富山 釜谷 美咲希  6-0 6-2

   釜谷 美咲希  

6 仁愛女子高校 福井 吉田 瑠里 7-5 6-3  

    石井 颯 [7]

7 仁愛女子高校 福井 飯田 紗帆  6-3 6-3

   石井 颯 [7]  

8 新潟第一高校 新潟 石井 颯 [7] 6-1 6-0  

    藤井 柑奈

9 石川県立金沢二水高校 石川 石田 紗矢 [3]  6-3 6-4

   藤井 柑奈  

10 松商学園高校 長野 藤井 柑奈 6-2 6-3  

    藤井 柑奈

11 富山県立富山北部高校 富山 大井 春佳  6-1 6-0

   岡本 あずさ  

12 エムスタイルTA 長野 岡本 あずさ 6-0 6-1  

    藤井 柑奈

13 ファーストTA 新潟 石田 環  7-5 6-0

   石田 環  

14 石川県立金沢二水高校 石川 太田 光虹 6-1 6-1  

    上田 晴菜 [6]

15 SUMMIT 石川 南 珠愛  6-1 6-3

   上田 晴菜 [6]  

16 大林TS 富山 上田 晴菜 [6] 6-3 6-4  

    藤井 柑奈

17 富山県立富山中部高校 富山 伊藤 千遥 [5]  7-5 7-6(8)

   渡邉 希颯  

18 新潟第一高校 新潟 渡邉 希颯 6-1 6-3  

    丸山 唯

19 仁愛女子高校 福井 髙木 姫蘭  6-3 3-6 6-2

   丸山 唯  

20 荒神山TS 長野 丸山 唯 6-0 6-1  

    丸山 唯

21 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 福井 酒師 未遥  6-3 6-0

   酒師 未遥  

22 ファーストTA 新潟 三牧 蒼羽 6-2 6-3  

    酒師 未遥

23 富山第一高校 富山 草東 芭奈  2-6 6-4 6-2

   畑川 ひかり [4]  

24 新潟第一高校 新潟 畑川 ひかり [4] 6-4 6-3  

    明場 凛

25 松商学園高校 長野 保志場 美空 [8]  6-2 6-4

   吉江 優楽  

26 松商学園高校 長野 吉江 優楽 7-5 7-6(4)  

    明場 凛

27 仁愛女子高校 福井 明場 凛  6-0 6-1

   明場 凛  

28 ATS 石川 大積 綾乃 6-0 6-1  

    明場 凛

29 松商学園高校 長野 井上 みのり  6-1 4-6 6-4

   井上 みのり  

30 金沢高校 石川 北村 海遥 7-6(4) 6-3  

    畠 さゆり [2]

31 TCロコモーション 富山 瀬知 いずみ  6-7(7) 6-2 7-5

   畠 さゆり [2]  

32 開志国際高校 新潟 畠 さゆり [2] 6-0 6-3

    

  順位 3-4 南 風音 [1]  

   南 風音 [1]

  丸山 唯 4-0 4-0

   

  



[ジュニア_全日本] 2022 全日本ジュニア北信越予選U18U16
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所属団体 St. Semifinals Final 勝者

   

1 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 福井 酒師 未遥  

   上田 晴菜

2 大林TS 富山 上田 晴菜 w.o.  

    上田 晴菜

3 新潟第一高校 新潟 石井 颯  1-4 4-0 10-2

   畠 さゆり  

4 開志国際高校 新潟 畠 さゆり 4-1 4-2

   

  順位 7-8 酒師 未遥  

   石井 颯

  石井 颯 w.o.

   

  



[ジュニア_全日本] 2022 全日本ジュニア北信越予選U18U16

BD 16-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

北陸高校 福井 小島 温仁 [1]

1 北陸高校 福井 木村 冬茉 小島 温仁 [1]

伊那北高校 長野 春日 大彦 木村 冬茉

2 飯田OIDE長姫高校 長野 林 耕平 6-1 6-1 小島 温仁 [1]

上市中学校 富山 吉田 一吹  木村 冬茉

3 Ｚ－Ⅱ 富山 齋藤 圭太 吉田 一吹 6-0 6-1

小松ジュニアTC 石川 宮岸 亮太朗 齋藤 圭太  

4 GETT 石川 田上 櫂斗 w.o. 小島 温仁 [1]

富山第一高校 富山 奥村 風夢 [3]  木村 冬茉

5 富山第一高校 富山 茂住 隼矢 岸本 幸大 6-4 5-7 [10-1]

北陸高校 福井 岸本 幸大 犬井 輝  

6 北陸高校 福井 犬井 輝 7-5 6-0 奥出 悠貴

金沢高校 石川 染谷 柊真  森山 稜大

7 金沢二水高校 石川 竹内 暖雅 奥出 悠貴 7-5 6-4

今立ＴＣ 福井 奥出 悠貴 森山 稜大  

8 チーム”時” 福井 森山 稜大 4-6 6-3 [10-6] 小島 温仁 [1]

東京学館新潟高校 新潟 伊藤 唯  木村 冬茉

9 東京学館新潟高校 新潟 阿部 陽来 伊藤 唯 6-4 6-0

富山第一高校 富山 伊野 裕聖 阿部 陽来  

10 富山第一高校 富山 野崎 大吾 6-1 6-2 伊藤 唯

エムスタイルTA 長野 原山 将豪  阿部 陽来

11 KTC 長野 笹森 大貴 大内 大雅 [4] 4-6 6-4 [10-6]

東京学館新潟高校 新潟 大内 大雅 [4] 馬場 貴大  

12 東京学館新潟高校 新潟 馬場 貴大 6-2 6-2 中山 智裕 [2]

開志国際高校 新潟 小倉 大  角谷 亮

13 開志国際高校 新潟 島谷 海郁斗 松根 拓希 6-2 6-1

北陸高校 福井 松根 拓希 牧野 楓也  

14 北陸高校 福井 牧野 楓也 2-6 6-3 [10-7] 中山 智裕 [2]

松商学園高校 長野 宮澤 啓介  角谷 亮

15 松商学園高校 長野 山崎 嘉太郎 中山 智裕 [2] 6-3 6-3

津幡ジュニア 石川 中山 智裕 [2] 角谷 亮  

16 GETT 石川 角谷 亮 7-6 6-2

   奥出 悠貴

  順位 3-4 森山 稜大 奥出 悠貴

  伊藤 唯 森山 稜大

  阿部 陽来 4-2 4-2

   

  



[ジュニア_全日本] 2022 全日本ジュニア北信越予選U18U16
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所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

松商学園高校 長野 保志場 美空 [1]

1 松商学園高校 長野 藤井 柑奈 保志場 美空 [1]

ATS 石川 前田 梓菜 藤井 柑奈

2 SUMMIT 石川 南 珠愛 6-2 6-2 保志場 美空 [1]

新潟第一高校 新潟 渡邉 希颯  藤井 柑奈

3 新潟第一高校 新潟 畑川 ひかり 渡邉 希颯 6-1 7-5

松商学園高校 長野 三村 梨桜 畑川 ひかり  

4 松商学園高校 長野 加藤 優歩 7-6(5) 6-2 保志場 美空 [1]

富山第一高校 富山 大﨑 理湖 [4]  藤井 柑奈

5 富山第一高校 富山 草東 芭奈 大積 綾乃 6-3 6-4

ATS 石川 大積 綾乃 太田 光虹  

6 石川県立金沢二水高校 石川 太田 光虹 6-3 6-4 北村 海遥

富山県立富山北部高校 富山 大井 春佳  石田 紗矢

7 富山県立富山北部高校 富山 西村 優奈 北村 海遥 6-1 6-1

金沢高校 石川 北村 海遥 石田 紗矢  

8 石川県立金沢二水高校 石川 石田 紗矢 6-3 6-1 保志場 美空 [1]

荒神山TS 長野 丸山 唯  藤井 柑奈

9 エムスタイルTA 長野 岡本 あずさ 富樫 七海 6-1 5-7 [10-8]

村上中等教育学校 新潟 富樫 七海 畠 さゆり  

10 開志国際高校 新潟 畠 さゆり 6-4 6-3 彦坂 美玖 [3]

福井庭球少年団 福井 内田 紫心  酒師 未遥

11 福井庭球少年団 福井 池尾 紅華 彦坂 美玖 [3] 3-6 6-3 [10-3]

ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 福井 彦坂 美玖 [3] 酒師 未遥  

12 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 福井 酒師 未遥 6-1 4-6 [10-3] 井上 みのり [2]

大林TS 富山 上田 晴菜  南 風音

13 富山県立富山中部高校 富山 伊藤 千遥 新井 優月 6-1 6-1

仁愛女子高校 福井 新井 優月 明場 凛  

14 仁愛女子高校 福井 明場 凛 6-1 6-2 井上 みのり [2]

新潟第一高校 新潟 石井 昊  南 風音

15 新潟第一高校 新潟 石井 颯 井上 みのり [2] 6-3 6-3

松商学園高校 長野 井上 みのり [2] 南 風音  

16 松商学園高校 長野 南 風音 6-2 6-3

   北村 海遥

  順位 3-4 石田 紗矢 北村 海遥

  彦坂 美玖 [3] 石田 紗矢

  酒師 未遥 w.o.
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1 松本第一高校 長野 中島 暁 [1]  

   中島 暁 [1]

2 松商学園高校 長野 原 爽叶 6-2 6-3  

    中島 暁 [1]

3 北陸高校 福井 長谷川 晴人  6-2 6-0

   長谷川 晴人  

4 富山高等専門学校 富山 青木 陽哉 7-6(3) 6-1  

    中島 暁 [1]

5 北陸高校 福井 篭田 稜久  6-0 6-1

   篭田 稜久  

6 石川県立金沢桜丘高校 石川 小寺 稀介 6-0 6-0  

    篭田 稜久

7 東京学館新潟高校 新潟 井林 奏斗  6-3 6-3

   山田 旺典 [7]  

8 東京学館新潟高校 新潟 山田 旺典 [7] 6-3 7-5  

    中島 暁 [1]

9 東京学館新潟高校 新潟 堀 宏成 [3]  6-3 6-0

   堀 宏成 [3]  

10 石川県立金沢桜丘高校 石川 宮前 太一 6-1 6-0  

    堀 宏成 [3]

11 富山第一高校 富山 小野 陽杜  3-6 6-4 6-1

   小野 陽杜  

12 石川県立金沢錦丘高校 石川 竹内 悠 4-6 7-6(6) 7-5  

    森 郁人

13 富山第一高校 富山 牧野 宏倖  6-2 6-0

   溝川 暖人  

14 北陸高校 福井 溝川 暖人 7-5 6-2  

    森 郁人

15 北陸高校 福井 森 郁人  6-4 3-6 6-2

   森 郁人  

16 富山第一高校 富山 織田 能毅 [8] 6-1 6-4  

    中島 暁 [1]

17 松商学園高校 長野 佐野 愛斗 [6]  6-4 7-5

   佐野 愛斗 [6]  

18 金沢高校 石川 源 聖悟 6-2 6-0  

    高崎 昊大

19 東京学館新潟高校 新潟 齋藤 葵平  6-3 6-4

   高崎 昊大  

20 石川県立金沢錦丘高校 石川 高崎 昊大 6-4 6-2  

    鈴木 光生 [4]

21 富山県立富山中部高校 富山 張田 陽生  7-6(4) 6-4

   張田 陽生  

22 T&S新発田ITS 新潟 加藤 駿一 6-1 6-4  

    鈴木 光生 [4]

23 富山県立富山中部高校 富山 竹内 陽斗  6-1 6-1

   鈴木 光生 [4]  

24 北陸高校 福井 鈴木 光生 [4] 6-2 6-2  

    大沼 広季 [2]

25 松商学園高校 長野 山田 麗生 [5]  6-1 6-2

   山田 麗生 [5]  

26 金沢高校 石川 直喜 温也 6-2 6-4  

    山田 麗生 [5]

27 松商学園高校 長野 新井 暖人  6-2 4-6 6-0

   新井 暖人  

28 北陸高校 福井 高島 涼太郎 2-6 6-0 6-4  

    大沼 広季 [2]

29 高田高校 新潟 澁谷 拓希  6-3 6-3

   北澤 開  

30 諏訪清陵高校 長野 北澤 開 6-2 6-2  

    大沼 広季 [2]

31 松商学園高校 長野 山田 凱斗  6-0 6-2

   大沼 広季 [2]  

32 北陸高校 福井 大沼 広季 [2] 6-1 6-1

    

  順位 3-4 森 郁人  

   鈴木 光生 [4]

  鈴木 光生 [4] 4-0 4-2
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1 石川県立金沢錦丘高校 石川 高崎 昊大  

   高崎 昊大

2 松商学園高校 長野 山田 麗生 3-6 6-1 10-2  

    篭田 稜久

3 東京学館新潟高校 新潟 堀 宏成  6-2 6-2

   篭田 稜久  

4 北陸高校 福井 篭田 稜久 6-2 6-1

   

  順位 7-8 山田 麗生  

   堀 宏成

  堀 宏成 w.o.
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1 松商学園高校 長野 砂田 未樹 [1]  

   砂田 未樹 [1]

2 松商学園高校 長野 山﨑 さくら 6-2 6-3  

    砂田 未樹 [1]

3 富山県立富山北部高校 富山 菅谷 結菜  6-2 6-0

   寺島 陽菜  

4 新潟第一高校 新潟 寺島 陽菜 7-5 6-0  

    砂田 未樹 [1]

5 新潟第一高校 新潟 小柴 美波  6-1 6-2

   小柴 美波  

6 新潟第一高校 新潟 勝見 尚加 6-0 6-2  

    尾山 倭子 [5]

7 富山県立富山中部高校 富山 森本 くるみ  6-2 6-7(2) 6-3

   尾山 倭子 [5]  

8 北陸学院高校 石川 尾山 倭子 [5] 6-0 6-0  

    砂田 未樹 [1]

9 松商学園高校 長野 田 琴美 [3]  6-3 6-3

   田 琴美 [3]  

10 北陸学院高校 石川 田中 愛純 6-1 6-2  

    田 琴美 [3]

11 仁愛女子高校 福井 前田 星佳  6-2 6-2

   前田 星佳  

12 長野日大高校 長野 塩野﨑 柊花 6-2 6-0  

    田 琴美 [3]

13 松商学園高校 長野 瀬戸 祐希奈  6-1 6-2

   瀬戸 祐希奈  

14 富山県立富山北部高校 富山 福井 優葵 6-1 6-0  

    瀬戸 祐希奈

15 松商学園高校 長野 飯沼 有美  6-3 6-2

   清水 瑠愛 [7]  

16 藤島高校 福井 清水 瑠愛 [7] 6-1 6-2  

    砂田 未樹 [1]

17 富山県立富山中部高校 富山 上田 夏鈴 [5]  6-3 7-6(0)

   上田 夏鈴 [5]  

18 北陸学院高校 石川 宇野 りりあ 6-4 6-4  

    國井 彩名

19 仁愛女子高校 福井 國井 彩名  6-2 7-5

   國井 彩名  

20 北陸学院高校 石川 金田 侑奈 6-0 6-0  

    金子 妃美香

21 松商学園高校 長野 金子 妃美香  6-3 6-1

   金子 妃美香  

22 北陸学院高校 石川 佐藤 莉乃 6-0 6-4  

    金子 妃美香

23 長岡高校 新潟 大関 優和  6-1 6-3

   菱井 咲絵 [4]  

24 仁愛女子高校 福井 菱井 咲絵 [4] 6-1 6-2  

    白﨑 望愛 [2]

25 北陸学院高校 石川 井關 麻央 [8]  6-4 6-2

   井關 麻央 [8]  

26 富山県立富山中部高校 富山 大毛利 花凛 6-3 6-0  

    林 唯月

27 新潟第一高校 新潟 半沢 優羽  7-5 6-2

   林 唯月  

28 仁愛女子高校 福井 林 唯月 6-1 7-5  

    白﨑 望愛 [2]

29 仁愛女子高校 福井 弘原海 結子  6-3 7-6(5)

   弘原海 結子  

30 富山国際大学附属高校 富山 奥野 叶望 6-0 6-4  

    白﨑 望愛 [2]

31 長岡高校 新潟 水野 裕理  6-1 6-0

   白﨑 望愛 [2]  

32 仁愛女子高校 福井 白﨑 望愛 [2] 6-1 6-1

    

  順位 3-4 田 琴美 [3]  

   田 琴美 [3]

  金子 妃美香 4-2 4-2
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1 仁愛女子高校 福井 林 唯月  

   尾山 倭子

2 北陸学院高校 石川 尾山 倭子 7-5 6-2  

    瀬戸 祐希奈

3 仁愛女子高校 福井 國井 彩名  4-1 4-2

   瀬戸 祐希奈  

4 松商学園高校 長野 瀬戸 祐希奈 6-1 6-1

   

  順位 7-8 林 唯月  

   林 唯月

  國井 彩名 4-1 4-1
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松本第一高校 長野 中島 暁 [1]

1 松本第一高校 長野 犬飼 拓真 中島 暁 [1]

東京学館新潟高校 新潟 山田 旺典 犬飼 拓真

2 東京学館新潟高校 新潟 鈴木 陽太 6-2 7-6(3) 中島 暁 [1]

富山高等専門学校 富山 山田 理貴  犬飼 拓真

3 富山高等専門学校 富山 青木 陽哉 佐野 愛斗 7-5 6-3

松商学園高校 長野 佐野 愛斗 山田 凱斗  

4 松商学園高校 長野 山田 凱斗 6-0 6-3 中島 暁 [1]

富山第一高校 富山 小野 陽杜 [4]  犬飼 拓真

5 富山第一高校 富山 織田 能毅 小野 陽杜 [4] 6-2 6-2

富山県立富山中部高校 富山 八木 碧生 織田 能毅  

6 富山県立富山中部高校 富山 竹内 陽斗 6-3 3-6 [10-4] 小野 陽杜 [4]

金沢高校 石川 源 聖悟  織田 能毅

7 金沢高校 石川 直喜 温也 源 聖悟 6-0 6-2

松本県ヶ丘高校 長野 臼井 捺 直喜 温也  

8 松本深志高校 長野 藤澤 洸紀 6-3 7-6(4) 大沼 広季 [3]

勝山高校 福井 加藤 虎之介  溝川 暖人

9 北陸高校 福井 長谷川 晴人 加藤 虎之介 6-3 7-5

東京学館新潟高校 新潟 井村 翔真 長谷川 晴人  

10 BROS TC 新潟 佐々木 寛 6-3 6-2 大沼 広季 [3]

石川県立金沢錦丘高校 石川 竹内 悠  溝川 暖人

11 石川県立金沢錦丘高校 石川 辻本 陽敬 大沼 広季 [3] 6-4 6-2

北陸高校 福井 大沼 広季 [3] 溝川 暖人  

12 北陸高校 福井 溝川 暖人 6-1 6-2 大沼 広季 [3]

松商学園高校 長野 原 爽叶  溝川 暖人

13 松商学園高校 長野 山田 麗生 原 爽叶 4-6 7-5 [11-9]

北陸高校 福井 篭田 稜久 山田 麗生  

14 北陸高校 福井 鈴木 光生 6-4 1-6 [12-10] 原 爽叶

石川県立金沢桜丘高校 石川 宮前 太一  山田 麗生

15 石川県立金沢錦丘高校 石川 高崎 昊大 井林 奏斗 [2] 6-2 6-3

東京学館新潟高校 新潟 井林 奏斗 [2] 堀 宏成  

16 東京学館新潟高校 新潟 堀 宏成 4-6 7-5 [11-9]

   小野 陽杜 [4]

  順位 3-4 織田 能毅 小野 陽杜 [4]

  原 爽叶 織田 能毅

  山田 麗生 w.o.

   

  



[ジュニア_全日本] 2022 全日本ジュニア北信越予選U18U16

GD 18-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

松商学園高校 長野 山﨑 さくら [1]

1 松商学園高校 長野 砂田 未樹 山﨑 さくら [1]

松商学園高校 長野 菊地 彩芽 砂田 未樹

2 松商学園高校 長野 飯沼 有美 6-4 6-1 山﨑 さくら [1]

新潟第一高校 新潟 寺島 陽菜  砂田 未樹

3 新潟第一高校 新潟 白川 華 佐藤 莉乃 7-6(3) 6-3

北陸学院高校 石川 佐藤 莉乃 田中 愛純  

4 北陸学院高校 石川 田中 愛純 6-1 6-2 山﨑 さくら [1]

仁愛女子高校 福井 弘原海 結子 [4]  砂田 未樹

5 仁愛女子高校 福井 白﨑 望愛 弘原海 結子 [4] 6-3 6-1

富山県立富山中部高校 富山 上田 夏鈴 白﨑 望愛  

6 富山県立富山中部高校 富山 河岸 桜子 6-0 6-0 弘原海 結子 [4]

新潟第一高校 新潟 半沢 優羽  白﨑 望愛

7 新潟第一高校 新潟 小柴 美波 半沢 優羽 6-2 6-1

富山県立富山北部高校 富山 福井 優葵 小柴 美波  

8 富山県立富山北部高校 富山 菅谷 結菜 6-0 6-3 山﨑 さくら [1]

長岡高校 新潟 大関 優和  砂田 未樹

9 長岡高校 新潟 水野 裕理 大関 優和 7-5 6-1

富山国際大学附属高校 富山 奥野 叶望 水野 裕理  

10 富山国際大学附属高校 富山 水口 世梨 6-3 6-3 井關 麻央 [3]

藤島高校 福井 清水 瑠愛  尾山 倭子

11 藤島高校 福井 高間 胡羽 井關 麻央 [3] 3-6 6-3 [10-6]

北陸学院高校 石川 井關 麻央 [3] 尾山 倭子  

12 北陸学院高校 石川 尾山 倭子 7-6(3) 6-2 前田 星佳

松商学園高校 長野 小坂 仁夢  菱井 咲絵

13 松商学園高校 長野 金子 妃美香 前田 星佳 6-2 6-0

仁愛女子高校 福井 前田 星佳 菱井 咲絵  

14 仁愛女子高校 福井 菱井 咲絵 6-1 6-4 前田 星佳

北陸学院高校 石川 前田 柚葉  菱井 咲絵

15 北陸学院高校 石川 宇野 りりあ 瀬戸 祐希奈 [2] 2-6 6-4 [14-12]

松商学園高校 長野 瀬戸 祐希奈 [2] 田 琴美  

16 松商学園高校 長野 田 琴美 6-1 6-0

   弘原海 結子 [4]

  順位 3-4 白﨑 望愛 弘原海 結子 [4]

  井關 麻央 [3] 白﨑 望愛

  尾山 倭子 7-5 6-0

   

  


