
中牟田杯U15全国選抜ジュニアテニス石川県大会
U15BS
日付

30 6 - 01 7 2018
郡市区町村 Website

印刷済: 2018/07/02 8:33:51

所属団体 Round 1

1 GETT  田中　佑 [1]
2  Bye
3 津幡ジュニア  中山　優
4  Bye
5  Bye
6 志賀中学校  高橋　凛汰
7 小松ジュニアTC  宮岸　慶成
8 金沢高  方橋　凛太郎
9 高岡中  林　涼月

10  Bye
11 ショットJr  中森　太一
12 V10  小野　達史
13  Bye
14 小松ジュニアTC  澤守　一成
15  Bye
16 GETT  角谷　亮 [13]
17 津幡ジュニア  渡辺　翔太 [10]
18  Bye
19 小松ジュニアTC  松本　大誠
20  Bye
21  Bye
22 津幡ジュニア  久保　流輝
23 SUMMIT  浅井　嘉一
24 TEAM　KIT  齋藤　貫士
25 Y'sJr  織田　哲平
26  Bye
27 山中ジュニア  山口　佳悟
28 辰口ジュニアテニス  山本　信哉
29  Bye
30 辰口ジュニアテニス  重吉　十唯
31  Bye
32 GETT  高崎　昊大 [8]
33 GETT  村上　稜真 [3]
34  Bye
35 ウエストヒルズJT  市川　未來
36 TEAM　KIT  永井　晃太郎
37  Bye
38 Y'sJr  前川　瑞樹
39  Bye
40 高岡中  澁谷　太陽
41 津幡ジュニア  中山　裕也
42 川北Ｊｒテニスクラブ  永井　蒼士
43 山中ジュニア  寺田　晏大
44  Bye
45 Y'sJr  中村　巧史朗
46 高岡中  井上　義貴
47  Bye
48 津幡ジュニア  堀内　雄晴 [14]
49 TEAM　KIT  宮前　太一 [11]
50  Bye
51 津幡ジュニア  野々山　仁
52  Bye
53  Bye
54 TEAM　KIT  平野　壱真
55 志賀ジュニアTC  小波　久斗
56 SUMMIT  木村　宙翔
57 小松ジュニアTC  宮岸　亮太朗
58  Bye
59 TEAM　KIT  矢原　青空
60 Y'sJr  中山　敦揮
61  Bye
62 小松ジュニアTC  森田　海翠
63  Bye
64 GETT  谷口　和輝 [6]

Round 2

 田中　佑 [1]
 #1: 
 中山　優
 #2: 
 高橋　凛汰
 #3: 
 方橋　凛太郎
 #4: 6-0 
 林　涼月
 #5: 
 小野　達史
 #6: 6-2 
 澤守　一成
 #7: 
 角谷　亮 [13]
 #8: 
 渡辺　翔太 [10]
 #9: 
 松本　大誠
 #10: 
 久保　流輝
 #11: 
 齋藤　貫士
 #12: 6-4 
 織田　哲平
 #13: 
 山本　信哉
 #14: 7-5 
 重吉　十唯
 #15: 
 高崎　昊大 [8]
 #16: 
 村上　稜真 [3]
 #17: 
 市川　未來
 #18: 6-0 
 前川　瑞樹
 #19: 
 澁谷　太陽
 #20: 
 永井　蒼士
 #21: 6-3 
 寺田　晏大
 #22: 
 井上　義貴
 #23: 6-1 
 堀内　雄晴 [14]
 #24: 
 宮前　太一 [11]
 #25: 
 野々山　仁
 #26: 
 平野　壱真
 #27: 
 木村　宙翔
 #28: 6-0 
 宮岸　亮太朗
 #29: 
 矢原　青空
 #30: 6-2 
 森田　海翠
 #31: 
 谷口　和輝 [6]
 #32: 

Round 3

 田中　佑 [1]
 #65: 6-0 

 方橋　凛太郎
 #66: 6-1 

 小野　達史
 #67: 6-1 

 角谷　亮 [13]
 #68: 6-0 

 渡辺　翔太 [10]
 #69: 6-0 

 久保　流輝
 #70: 6-1 

 織田　哲平
 #71: 6-1 

 高崎　昊大 [8]
 #72: 6-0 

 村上　稜真 [3]
 #73: 6-1 

 前川　瑞樹
 #74: 6-0 

 永井　蒼士
 #75: 6-3 

 堀内　雄晴 [14]
 #76: 6-0 

 宮前　太一 [11]
 #77: 6-1 

 木村　宙翔
 #78: 6-3 

 宮岸　亮太朗
 #79: 6-1 

 谷口　和輝 [6]
 #80: w.o.

Round 4

 田中　佑 [1]
 #97: 6-0 

 角谷　亮 [13]
 #98: 6-2 

 渡辺　翔太 [10]
 #99: 6-1 

 高崎　昊大 [8]
 #100: 6-2 

 村上　稜真 [3]
 #101: 6-2 

 堀内　雄晴 [14]
 #102: 6-2 

 木村　宙翔
 #103: 6-4 

 谷口　和輝 [6]
 #104: 6-0 

# シード選手

1 田中　佑

2 松本　洵

3 村上　稜真

4 小倉　裕太

5 水越　太一

6 谷口　和輝

7 東　光翼

8 高崎　昊大

9 吉田　悠真

10 渡辺　翔太
11 宮前　太一
12 吉田　圭佑
13 角谷　亮
14 堀内　雄晴
15 源　聖悟
16 駒井　清了

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 紺谷　和生



中牟田杯U15全国選抜ジュニアテニス石川県大会
U15BS
日付

30 6 - 01 7 2018
郡市区町村 Website

印刷済: 2018/07/02 8:33:51

所属団体 Round 1

65 ATS  東　光翼 [7]
66  Bye
67 高岡中  田中　優
68  Bye
69  Bye
70 志賀中学校  岡本　一竜
71 津幡ジュニア  奥村　玲央
72 ショットJr  辻本　陽敬
73 SUMMIT  寺西　晴季
74  Bye
75 津幡ジュニア  松根　拓希
76  Bye
77 川北Ｊｒテニスクラブ  染谷　柊真
78 山中ジュニア  木村　慈緒
79  Bye
80 Y'sJr  吉田　圭佑 [12]
81 GETT  源　聖悟 [15]
82  Bye
83 小松ジュニアTC  酢野　来翔
84  Bye
85  Bye
86 小松高  澤矢　高宏
87 Y'sJr  権野　博也
88 Y'sJr  竹内　暖雅
89 GETT  堀岡　航
90  Bye
91 TEAM　KIT  矢原　明弥
92 高岡中  荒木　涼
93  Bye
94 SUMMIT  阿部　結我
95  Bye
96 Y'sJr  小倉　裕太 [4]
97 ATS  水越　太一 [5]
98  Bye
99 錦丘高  久保田　貫太

100 津幡ジュニア  中山　智裕
101  Bye
102 小松ジュニアTC  小坂　響来
103  Bye
104 津幡ジュニア  清水端　海音
105 志賀中学校  山本　拓希
106  Bye
107 津幡ジュニア  清水端　一優
108 志賀中学校  西村　吉平
109  Bye
110 Y'sJr  直喜　温也
111  Bye
112 GETT  吉田　悠真 [9]
113 金大附属高  駒井　清了 [16]
114  Bye
115 SUMMIT  成瀬　祥太郎
116 志賀中学校  平山　祐雅
117  Bye
118 志賀中学校  砂本　連生
119  Bye
120 高岡中  山口　泰平
121 桜丘高  槻谷　俊弥
122  Bye
123 ATS  竹内　悠
124 Y'sJr  五十嵐　亮輔
125 津幡ジュニア  小寺　稀介
126 SUMMIT  能坂　輝
127  Bye
128 TEAM　KIT  松本　洵 [2]

Round 2

 東　光翼 [7]
 #33: 
 田中　優
 #34: 
 岡本　一竜
 #35: 
 辻本　陽敬
 #36: 6-4 
 寺西　晴季
 #37: 
 松根　拓希
 #38: 
 染谷　柊真
 #39: 6-1 
 吉田　圭佑 [12]
 #40: 
 源　聖悟 [15]
 #41: 
 酢野　来翔
 #42: 
 澤矢　高宏
 #43: 
 竹内　暖雅
 #44: 6-1 
 堀岡　航
 #45: 
 矢原　明弥
 #46: 6-2 
 阿部　結我
 #47: 
 小倉　裕太 [4]
 #48: 
 水越　太一 [5]
 #49: 
 久保田　貫太
 #50: 6-4 
 小坂　響来
 #51: 
 清水端　海音
 #52: 
 山本　拓希
 #53: 
 清水端　一優
 #54: 6-1 
 直喜　温也
 #55: 
 吉田　悠真 [9]
 #56: 
 駒井　清了 [16]
 #57: 
 平山　祐雅
 #58: 6-4 
 砂本　連生
 #59: 
 山口　泰平
 #60: 
 槻谷　俊弥
 #61: 
 竹内　悠
 #62: 6-2 
 小寺　稀介
 #63: 7-5 
 松本　洵 [2]
 #64: 

Round 3

 東　光翼 [7]
 #81: 6-0 

 辻本　陽敬
 #82: 6-1 

 松根　拓希
 #83: 6-4 

 吉田　圭佑 [12]
 #84: 6-0 

 源　聖悟 [15]
 #85: 6-1 

 澤矢　高宏
 #86: 6-3 

 矢原　明弥
 #87: 6-4 

 小倉　裕太 [4]
 #88: 6-0 

 水越　太一 [5]
 #89: 6-0 

 清水端　海音
 #90: 6-2 

 清水端　一優
 #91: 6-3 

 吉田　悠真 [9]
 #92: 6-0 

 駒井　清了 [16]
 #93: 6-2 

 山口　泰平
 #94: 6-2 

 槻谷　俊弥
 #95: 6-2 

 松本　洵 [2]
 #96: 6-0 

Round 4

 東　光翼 [7]
 #105: 6-0 

 吉田　圭佑 [12]
 #106: 6-1 

 源　聖悟 [15]
 #107: 6-1 

 小倉　裕太 [4]
 #108: 6-1 

 水越　太一 [5]
 #109: 6-1 

 吉田　悠真 [9]
 #110: 6-0 

 駒井　清了 [16]
 #111: 6-1 

 松本　洵 [2]
 #112: 6-1 

# シード選手

1 田中　佑

2 松本　洵

3 村上　稜真

4 小倉　裕太

5 水越　太一

6 谷口　和輝

7 東　光翼

8 高崎　昊大

9 吉田　悠真

10 渡辺　翔太
11 宮前　太一
12 吉田　圭佑
13 角谷　亮
14 堀内　雄晴
15 源　聖悟
16 駒井　清了

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 紺谷　和生
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Round 4

 田中　佑 [1]
 #97: 6-0 

 角谷　亮 [13]
 #98: 6-2 

 渡辺　翔太 [10]
 #99: 6-1 

 高崎　昊大 [8]
 #100: 6-2 

 村上　稜真 [3]
 #101: 6-2 

 堀内　雄晴 [14]
 #102: 6-2 

 木村　宙翔
 #103: 6-4 

 谷口　和輝 [6]
 #104: 6-0 

 東　光翼 [7]
 #105: 6-0 

 吉田　圭佑 [12]
 #106: 6-1 

 源　聖悟 [15]
 #107: 6-1 

 小倉　裕太 [4]
 #108: 6-1 

 水越　太一 [5]
 #109: 6-1 

 吉田　悠真 [9]
 #110: 6-0 

 駒井　清了 [16]
 #111: 6-1 

 松本　洵 [2]
 #112: 6-1 

Quarterfinals

 田中　佑 [1]
 #113: 6-2 

 高崎　昊大 [8]
 #114: 6-2 

 村上　稜真 [3]
 #115: 7-6(1) 

 谷口　和輝 [6]
 #116: 6-0 

 東　光翼 [7]
 #117: 6-2 

 小倉　裕太 [4]
 #118: 6-1 

 吉田　悠真 [9]
 #119: 6-1 

 松本　洵 [2]
 #120: 6-2 

Semifinals

 高崎　昊大 [8]
 #121: 9-8(5) 

 谷口　和輝 [6]
 #122: 8-4 

 小倉　裕太 [4]
 #123: 8-2 

 松本　洵 [2]
 #124: 8-3 

Final

 高崎　昊大 [8]
 #125: 8-1 

 小倉　裕太 [4]
 #126: 7-7 Ret.

勝者

 高崎　昊大 [8]
 #127: 8-5 

# シード選手

1 田中　佑

2 松本　洵

3 村上　稜真

4 小倉　裕太

5 水越　太一

6 谷口　和輝

7 東　光翼

8 高崎　昊大

9 吉田　悠真

10 渡辺　翔太
11 宮前　太一
12 吉田　圭佑
13 角谷　亮
14 堀内　雄晴
15 源　聖悟
16 駒井　清了

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 紺谷　和生



中牟田杯U15全国選抜ジュニアテニス石川県大会
U15GS
日付

30 6 - 01 7 2018
郡市区町村 Website

印刷済: 2018/07/02 8:33:51

所属団体 Round 1

1 ATS  村松　果奈 [1]
2  Bye
3 FFTA Nanao  前田　恵椛
4 川北Jrテニスクラブ  正村　逢愛
5 いしかわJr  橋本　茉林
6 山中ジュニア  西本　そら
7 高岡中  山元　亜美
8 高岡中  田作　澪和 [14]
9 志賀ジュニアTC  西村　莉依 [12]

10 川北Jrテニスクラブ  屋宣　優伽
11 小松ジュニアTC  北山　結
12 山中ジュニア  西　比誉
13 ウエストヒルズJT  塚原　璃奈
14 山中ジュニア  西野　結子
15  Bye
16 GETT  吉野　真央 [7]
17 TEAM　KIT  山森　姿月 [4]
18  Bye
19 SUMMIT  能坂　あい
20 山中ジュニア  寺井　湖々
21 川北Jrテニスクラブ  染谷　紗花
22 ショットJr  太田　光虹
23 Y'sJr  浅香　那々子
24 ATS  竹内　愛眞 [13]
25 GETT  石田　紗矢 [11]
26  Bye
27 津幡ジュニア  林　彩乃
28 ATS  九重　咲穂
29 津幡ジュニア  小寺　紅
30 山中ジュニア  中出　望月
31  Bye
32 津幡ジュニア  前田　星佳 [6]
33 GETT  井関　麻央 [8]
34  Bye
35 GETT  前田　柚葉
36 錦丘高  清水　りか
37 山中ジュニア  三谷　碧里
38 金沢市テニス協会  中野　真佑
39  Bye
40 ウエストヒルズJT  七浦　佑佳 [9]
41 金沢市テニス協会  北村　海遥 [15]
42 川北Jrテニスクラブ  清水　愛佳
43 川北Jrテニスクラブ  斎藤　沙桜
44 紫錦台中  結城　香音
45 内灘ジュニアTC  村上　真琴
46 いしかわJr  小西　つかさ
47  Bye
48 SUMMIT  寺西　瑞季 [3]
49 小松ジュニアTC  田中　愛純 [5]
50  Bye
51 山中ジュニア  竹村　安珠
52 辰口ジュニアテニス  長谷田　吏泉
53 いしかわJr  河井　楓果
54 川北Jrテニスクラブ  鳥井　雪乃
55  Bye
56 TEAM　KIT  保志場　美空 [10]
57 小松ジュニアTC  林　優実奈 [16]
58 FFTA Nanao  前田　ミチル
59 山中ジュニア  森　愛香
60 内灘ジュニアTC  広瀬　すずらん
61 小松ジュニアTC  髙坂　那弥
62 ATS  佐藤　莉乃
63  Bye
64 津幡ジュニア  亀田　菜月 [2]

Round 2

 村松　果奈 [1]
 #1: 
 正村　逢愛
 #2: 6-3 
 橋本　茉林
 #3: 6-0 
 田作　澪和 [14]
 #4: 6-4 
 西村　莉依 [12]
 #5: 6-2 
 北山　結
 #6: 6-0 
 塚原　璃奈
 #7: 6-3 
 吉野　真央 [7]
 #8: 
 山森　姿月 [4]
 #9: 
 能坂　あい
 #10: 6-0 
 太田　光虹
 #11: 6-2 
 竹内　愛眞 [13]
 #12: 6-0 
 石田　紗矢 [11]
 #13: 
 林　彩乃
 #14: 6-4 
 中出　望月
 #15: 6-4 
 前田　星佳 [6]
 #16: 
 井関　麻央 [8]
 #17: 
 前田　柚葉
 #18: 6-1 
 中野　真佑
 #19: 6-0 
 七浦　佑佳 [9]
 #20: 
 北村　海遥 [15]
 #21: 6-3 
 斎藤　沙桜
 #22: 6-1 
 小西　つかさ
 #23: 6-0 
 寺西　瑞季 [3]
 #24: 
 田中　愛純 [5]
 #25: 
 長谷田　吏泉
 #26: 6-0 
 河井　楓果
 #27: 6-0 
 保志場　美空 [10]
 #28: 
 前田　ミチル
 #29: 6-3 
 森　愛香
 #30: 6-2 
 佐藤　莉乃
 #31: 6-0 
 亀田　菜月 [2]
 #32: 

Round 3

 村松　果奈 [1]
 #33: 6-0 

 橋本　茉林
 #34: 6-2 

 北山　結
 #35: 6-3 

 吉野　真央 [7]
 #36: 6-0 

 山森　姿月 [4]
 #37: 6-1 

 竹内　愛眞 [13]
 #38: 6-0 

 石田　紗矢 [11]
 #39: 6-1 

 前田　星佳 [6]
 #40: 6-0 

 井関　麻央 [8]
 #41: 6-0 

 七浦　佑佳 [9]
 #42: 6-0 

 北村　海遥 [15]
 #43: 6-1 

 寺西　瑞季 [3]
 #44: 6-3 

 田中　愛純 [5]
 #45: 6-0 

 保志場　美空 [10]
 #46: 6-1 

 前田　ミチル
 #47: 6-0 

 亀田　菜月 [2]
 #48: 6-0 

Quarterfinals

 村松　果奈 [1]
 #49: 6-0 

 吉野　真央 [7]
 #50: 6-0 

 山森　姿月 [4]
 #51: 6-1 

 前田　星佳 [6]
 #52: 6-4 

 井関　麻央 [8]
 #53: 6-2 

 寺西　瑞季 [3]
 #54: 6-0 

 田中　愛純 [5]
 #55: 6-1 

 亀田　菜月 [2]
 #56: 6-0 

Semifinals

 村松　果奈 [1]
 #57: 9-8(3) 

 山森　姿月 [4]
 #58: 6-3 Ret.

 井関　麻央 [8]
 #59: 8-2 

 亀田　菜月 [2]
 #60: 8-1 

Final

 山森　姿月 [4]
 #61: w.o.

 亀田　菜月 [2]
 #62: 8-2 

 亀田　菜月 [2]
 #63: 8-4 

# シード選手

1 村松　果奈

2 亀田　菜月

3 寺西　瑞季

4 山森　姿月

5 田中　愛純

6 前田　星佳

7 吉野　真央

8 井関　麻央

9 七浦　佑佳

10 保志場　美空
11 石田　紗矢
12 西村　莉依
13 竹内　愛眞
14 田作　澪和
15 北村　海遥
16 林　優実奈

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 紺谷　和生



中牟田杯U15全国選抜ジュニアテニス石川県大会
U15BD
日付

30 6 - 01 7 2018
郡市区町村 Website

印刷済: 2018/07/02 8:33:51

所属団体 Round 1

1 GETT
TEAM　KIT  松本　洵 [1]

 田中　佑

2 
 
 Bye

3 Y'sJr
Y'sJr  中村　巧史朗

 五十嵐　亮輔

4 山中ジュニア
山中ジュニア  寺田　晏大

 木村　慈緒

5 GETT
津幡ジュニア  中山　智裕

 角谷　亮

6 川北Ｊｒテニスクラブ
V10  小野　達史

 染谷　柊真

7 SUMMIT
SUMMIT  木村　宙翔

 能坂　輝

8 津幡ジュニア
津幡ジュニア  松根　拓希 [8]

 渡辺　翔太

9 GETT
TEAM　KIT  宮前　太一 [3]

 村上　稜真

10 辰口ジュニアテニス
辰口ジュニアテニス  山本　信哉

 重吉　十唯

11 津幡ジュニア
津幡ジュニア  中山　優

 清水端　海音

12 志賀中学校
志賀中学校  平山　祐雅

 西村　吉平

13 ATS
TEAM　KIT  矢原　明弥

 竹内　悠

14 津幡ジュニア
津幡ジュニア  小寺　稀介

 清水端　一優

15 Y'sJr
Y'sJr  直喜　温也

 竹内　暖雅

16 Y'sJr
Y'sJr  小倉　裕太 [5]

 織田　哲平

17 GETT
Y'sJr  吉田　圭佑 [7]

 源　聖悟

18 小松ジュニアTC
小松ジュニアTC  宮岸　亮太朗

 宮岸　慶成

19 志賀中学校
志賀中学校  岡本　一竜

 高橋　凛汰

20 金沢高
錦丘高  久保田　貫太

 方橋　凛太郎

21 小松ジュニアTC
小松ジュニアTC  松本　大誠

 澤守　一成

22 小松ジュニアTC
Y'sJr  前川　瑞樹

 酢野　来翔

23 TEAM　KIT
TEAM　KIT  矢原　青空

 齋藤　貫士

24 GETT
GETT  吉田　悠真 [4]

 谷口　和輝

25 ATS
津幡ジュニア  堀内　雄晴 [6]

 東　光翼

26 TEAM　KIT
小松ジュニアTC  小坂　響来

 永井　晃太郎

27 志賀中学校
志賀中学校  山本　拓希

 砂本　連生

28 津幡ジュニア
津幡ジュニア  久保　流輝

 野々山　仁

29 Y'sJr
Y'sJr  中山　敦揮

 権野　博也

30 金大附属高
桜丘高  槻谷　俊弥

 駒井　清了

31 SUMMIT
SUMMIT  寺西　晴季

 阿部　結我

32 GETT
ATS  水越　太一 [2]

 高崎　昊大

Round 2

 松本　洵 [1]
 田中　佑
 #1: 

 中村　巧史朗
 五十嵐　亮輔
 #2: 7-6(2) 

 中山　智裕
 角谷　亮
 #3: 6-4 

 木村　宙翔
 能坂　輝
 #4: 6-2 

 宮前　太一 [3]
 村上　稜真
 #5: 6-0 

 平山　祐雅
 西村　吉平
 #6: 6-0 

 小寺　稀介
 清水端　一優
 #7: 6-0 

 小倉　裕太 [5]
 織田　哲平
 #8: 6-3 

 吉田　圭佑 [7]
 源　聖悟
 #9: 6-2 

 久保田　貫太
 方橋　凛太郎
 #10: 6-2 

 松本　大誠
 澤守　一成
 #11: 6-4 

 吉田　悠真 [4]
 谷口　和輝
 #12: 6-0 

 堀内　雄晴 [6]
 東　光翼
 #13: 6-0 

 久保　流輝
 野々山　仁
 #14: 4-3 Ret.

 槻谷　俊弥
 駒井　清了
 #15: 6-0 

 水越　太一 [2]
 高崎　昊大
 #16: 6-0 

Quarterfinals

 松本　洵 [1]
 田中　佑
 #17: 6-0 

 木村　宙翔
 能坂　輝
 #18: 6-4 

 宮前　太一 [3]
 村上　稜真
 #19: 6-1 

 小寺　稀介
 清水端　一優
 #20: 6-4 

 久保田　貫太
 方橋　凛太郎
 #21: 6-3 

 吉田　悠真 [4]
 谷口　和輝
 #22: 6-0 

 堀内　雄晴 [6]
 東　光翼
 #23: 6-1 

 水越　太一 [2]
 高崎　昊大
 #24: 6-2 

Semifinals

 松本　洵 [1]
 田中　佑
 #25: 6-1 

 宮前　太一 [3]
 村上　稜真
 #26: 6-3 

 吉田　悠真 [4]
 谷口　和輝
 #27: 6-1 

 水越　太一 [2]
 高崎　昊大
 #28: 6-3 

Final

 松本　洵 [1]
 田中　佑
 #29: 8-1 

 水越　太一 [2]
 高崎　昊大
 #30: 9-7 

 水越　太一 [2]
 高崎　昊大
 #31: w.o.

# シード選手

1 松本　洵

田中　佑

2 水越　太一

高崎　昊大

3 宮前　太一

村上　稜真

4 吉田　悠真

谷口　和輝

5 小倉　裕太

織田　哲平

6 堀内　雄晴

東　光翼

7 吉田　圭佑

源　聖悟

8 松根　拓希

渡辺　翔太

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 紺谷　和生



中牟田杯U15全国選抜ジュニアテニス石川県大会
U15GD
日付

30 6 - 01 7 2018
郡市区町村 Website

印刷済: 2018/07/02 8:33:51

所属団体 Round 1

1 ATS
津幡ジュニア  久保　結希凪 [1]

 村松　果奈

2 
 
 Bye

3 紫錦台中
紫錦台中  宇野　りりあ

 山本　美華

4 紫錦台中
紫錦台中  上森　紅葉

 谷渡　友楽

5 山中ジュニア
山中ジュニア  森　愛香

 西　比誉

6 川北Jrテニスクラブ
川北Jrテニスクラブ  正村　逢愛

 清水　愛佳

7 
 
 Bye

8 TEAM　KIT
ATS  佐藤　莉乃 [5]

 山森　姿月

9 小松ジュニアTC
GETT  吉野　真央 [4]

 田中　愛純

10 
 
 Bye

11 錦丘高
金沢市テニス協会  北村　海遥

 清水　りか

12 山中ジュニア
山中ジュニア  三谷　碧里

 寺井　湖々

13 
 
 Bye

14 小松ジュニアTC
FFTA Nanao  前田　ミチル

 北山　結

15 
 
 Bye

16 ATS
ATS  九重　咲穂 [8]

 竹内　愛眞

17 津幡ジュニア
津幡ジュニア  前田　星佳 [7]

 林　彩乃

18 
 
 Bye

19 紫錦台中
紫錦台中  結城　香音

 道下　憧子

20 
 
 Bye

21 SUMMIT
GETT  前田　柚葉

 能坂　あい

22 内灘ジュニアTC
内灘ジュニアTC  広瀬　すずらん

 村上　真琴

23 
 
 Bye

24 SUMMIT
ウエストヒルズJT  七浦　佑佳 [3]

 寺西　瑞季

25 小松ジュニアTC
TEAM　KIT  保志場　美空 [6]

 林　優実奈

26 
 
 Bye

27 山中ジュニア
山中ジュニア  竹村　安珠

 西野　結子

28 
 
 Bye

29 川北Jrテニスクラブ
川北Jrテニスクラブ  屋宣　優伽

 鳥井　雪乃

30 山中ジュニア
山中ジュニア  中出　望月

 西本　そら

31 
 
 Bye

32 GETT
津幡ジュニア  亀田　菜月 [2]

 井関　麻央

Round 2

 久保　結希凪 [1]
 村松　果奈
 #1: 

 宇野　りりあ
 山本　美華
 #2: 6-3 

 森　愛香
 西　比誉
 #3: 7-5 

 佐藤　莉乃 [5]
 山森　姿月
 #4: 

 吉野　真央 [4]
 田中　愛純
 #5: 

 北村　海遥
 清水　りか
 #6: 6-1 

 前田　ミチル
 北山　結
 #7: 

 九重　咲穂 [8]
 竹内　愛眞
 #8: 

 前田　星佳 [7]
 林　彩乃
 #9: 

 結城　香音
 道下　憧子
 #10: 

 前田　柚葉
 能坂　あい
 #11: 6-2 

 七浦　佑佳 [3]
 寺西　瑞季
 #12: 

 保志場　美空 [6]
 林　優実奈
 #13: 

 竹村　安珠
 西野　結子
 #14: 

 中出　望月
 西本　そら
 #15: 6-3 

 亀田　菜月 [2]
 井関　麻央
 #16: 

Quarterfinals

 久保　結希凪 [1]
 村松　果奈
 #17: 6-0 

 佐藤　莉乃 [5]
 山森　姿月
 #18: 6-1 

 吉野　真央 [4]
 田中　愛純
 #19: 6-2 

 前田　ミチル
 北山　結
 #20: 6-1 

 前田　星佳 [7]
 林　彩乃
 #21: 6-1 

 七浦　佑佳 [3]
 寺西　瑞季
 #22: 6-3 

 保志場　美空 [6]
 林　優実奈
 #23: 6-0 

 亀田　菜月 [2]
 井関　麻央
 #24: 6-0 

Semifinals

 久保　結希凪 [1]
 村松　果奈
 #25: 6-0 

 吉野　真央 [4]
 田中　愛純
 #26: 7-6(2) 

 前田　星佳 [7]
 林　彩乃
 #27: 6-4 

 亀田　菜月 [2]
 井関　麻央
 #28: 6-2 

Final

 久保　結希凪 [1]
 村松　果奈
 #29: 8-3 

 亀田　菜月 [2]
 井関　麻央
 #30: 8-2 

 久保　結希凪 [1]
 村松　果奈
 #31: 8-3 

# シード選手

1 久保　結希凪

村松　果奈

2 亀田　菜月

井関　麻央

3 七浦　佑佳

寺西　瑞季

4 吉野　真央

田中　愛純

5 佐藤　莉乃

山森　姿月

6 保志場　美空

林　優実奈

7 前田　星佳

林　彩乃

8 九重　咲穂

竹内　愛眞

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 紺谷　和生



中牟田杯U15全国選抜ジュニアテニス石川県大会 2018年6月30日(土）7月1日(日)

順位決定戦

U15BS　5,6位決定戦 U15男子シングルス

①

1 GETT 田中　佑

② 田中　佑

33 GETT 村上　稜真 62

③

65 ATS 東　光翼

④ 吉田　悠真

112 GETT 吉田　悠真 64

U15BS　7位決定戦

33 GETT 村上　稜真

村上　稜真

112 GETT 吉田　悠真 64

U15BD　5,6位決定戦 U15男子ダブルス

① SUMMIT 木村　宙翔

7 SUMMIT 能坂　輝 堀内　雄晴

② 津幡ジュニア 堀内　雄晴 東　光翼

25 ATS 東　光翼 60

③ 錦丘高 久保田　貫太

20 金沢高 方橋　凛太郎 久保田　貫太

④ 津幡ジュニア 小寺　稀介 方橋　凛太郎

14 津幡ジュニア 清水端　一優 63

U15BD　7位決定戦

SUMMIT 木村　宙翔

7 SUMMIT 能坂　輝 小寺　稀介

津幡ジュニア 小寺　稀介 清水端　一優

14 津幡ジュニア 清水端　一優 W.O

U15GS　5,6位決定戦 U15女子シングルス

①

16 GETT 吉野　真央

② 田中　愛純

49 小松ジュニアTC 田中　愛純 54 RET

③

48 SUMMIT 寺西　瑞季

④ 寺西　瑞季

32 津幡ジュニア 前田　星佳 W.O

U15GS　7位決定戦

16 GETT 吉野　真央

32 津幡ジュニア 前田　星佳 Not Played

U15女子シングルス

5位6位決定戦に両者が棄権したため、７位決定戦は成立しませんでした。（Not Played）

そのため、北信越大会の７位繰り上げ出場資格は、北信越中牟田杯締切日８月24日(金)時点の

石川県ジュニアポイントランキングの上位者を推薦します。

U15GD　5,6位決定戦 U15女子ダブルス

① ウエストヒルズJT 七浦　佑佳

24 SUMMIT 寺西　瑞季 七浦　佑佳

② TEAM　KIT 保志場　美空 寺西　瑞季

25 小松ジュニアTC 林　優実奈 64

③ FFTA Nanao 前田　ミチル

14 小松ジュニアTC 北山　結 佐藤　莉乃

④ ATS 佐藤　莉乃 山森　姿月

8 TEAM　KIT 山森　姿月 63

U15GD　7位決定戦

TEAM　KIT 保志場　美空

25 小松ジュニアTC 林　優実奈 前田　ミチル

FFTA Nanao 前田　ミチル 北山　結

14 小松ジュニアTC 北山　結 64



大会名 中牟田杯U15全国選抜ジュニアテニス石川県大会 日付 平成30年7月1日

北信
越大
会出
場

種目 結果 氏名 所属

〇 U15 男子シングルス 優　勝 高崎　昊大 GETT

〇 U15 男子シングルス 準優勝 小倉　裕太 Y'sJr

〇 U15 男子シングルス 第３位 谷口　和輝 GETT

〇 U15 男子シングルス 第３位 松本　洵 TEAM　KIT

〇 U15 男子シングルス 第５位 田中　佑 GETT

〇 U15 男子シングルス 第５位 吉田　悠真 GETT

U15 男子シングルス 第７位 村上　稜真 GETT

U15 男子シングルス 第８位 東　光翼 ATS

〇 U15 女子シングルス 優　勝 亀田 菜月 津幡ジュニア

〇 U15 女子シングルス 準優勝 山森 姿月 TEAM KIT

〇 U15 女子シングルス 第３位 村松 果奈 ATS

〇 U15 女子シングルス 第３位 井関 麻央 GETT

〇 U15 女子シングルス 第５位 田中　愛純 小松ジュニアTC

〇 U15 女子シングルス 第５位 寺西　瑞季 SUMMIT

U15 女子シングルス 第７位 吉野　真央 GETT

U15 女子シングルス 第７位 前田　星佳 津幡ジュニア

〇 U15 男子ダブルス 優　勝 水越　太一 ATS 高崎　昊大 GETT

〇 U15 男子ダブルス 準優勝 田中　佑 GETT 松本　洵 TEAM　KIT

〇 U15 男子ダブルス 第３位 谷口　和輝 GETT 吉田　悠真 GETT

〇 U15 男子ダブルス 第３位 村上　稜真 GETT 宮前　太一 TEAM　KIT

〇 U15 男子ダブルス 第５位 東　光翼 ATS 堀内　雄晴 津幡ジュニア

〇 U15 男子ダブルス 第５位 久保田　貫太 錦丘高 方橋　凛太郎 金沢高

U15 男子ダブルス 第７位 小寺　稀介 津幡ジュニア 清水端　一優 津幡ジュニア

U15 男子ダブルス 第８位 木村　宙翔 SUMMIT 能坂　輝 SUMMIT

〇 U15 女子ダブルス 優　勝 久保 結希凪 津幡ジュニア 村松 果奈 ATS

〇 U15 女子ダブルス 準優勝 亀田 菜月 津幡ジュニア 井関 麻央 GETT

〇 U15 女子ダブルス 第３位 田中 愛純 小松ジュニアTC 吉野 真央 GETT

〇 U15 女子ダブルス 第３位 前田 星佳 津幡ジュニア 林 彩乃 津幡ジュニア

〇 U15 女子ダブルス 第５位 寺西 瑞季 SUMMIT 七浦 佑佳 ウエストヒルズJT

〇 U15 女子ダブルス 第５位 山森 姿月 TEAM KIT 佐藤 莉乃 ATS

U15 女子ダブルス 第７位 前田 ミチル FFTA Nanao 北山 結 小松ジュニアTC

U15 女子ダブルス 第８位 保志場 美空 TEAM KIT 林 優実奈 小松ジュニアTC


