
大会名 2019中牟田杯U15全国選抜ジュニアテニス石川県大会 日付 令和元年6月30日

種目 結果 氏名 所属

〇 U15男子シングルス 優　勝 谷口 和輝 金沢高等学校

〇 U15男子シングルス 準優勝 高崎 昊大 GETT

〇 U15男子シングルス 第３位 村上 稜真 GETT

〇 U15男子シングルス 第３位 渡辺 翔太 津幡ジュニア

〇 U15男子シングルス 第５位 角谷 亮 GETT

〇 U15男子シングルス 第６位 源 聖悟 GETT

U15男子シングルス 第７位 吉田 圭佑 Y'sJr

U15男子シングルス 第８位 野々山 仁 津幡ジュニア

〇 U15女子シングルス 優　勝 佐藤 莉乃 ATS

〇 U15女子シングルス 準優勝 石田 紗矢 GETT

〇 U15女子シングルス 第３位 前田 ミチル FFTA Nanao

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 前田 星佳 津幡ジュニア

〇 U15女子シングルス 第６位 吉野 真央 GETT

U15女子シングルス 第７位 山森 姿月 TEAM KIT

U15女子シングルス 第８位 中田 樹里 加賀ジュニアTC 

〇 U15男子ダブルス 優　勝 村上 稜真 GETT 源 聖悟 GETT

〇 U15男子ダブルス 準優勝 谷口 和輝 金沢高等学校 高崎 昊大 GETT

〇 U15男子ダブルス 第３位 野々山 仁 津幡ジュニア 渡辺 翔太 津幡ジュニア

〇 U15男子ダブルス 第３位 中山 智裕 津幡ジュニア 角谷 亮 GETT

〇 U15男子ダブルス 第５位 清水端 一優 津幡ジュニア 小寺 稀介 津幡ジュニア

〇 U15男子ダブルス 第６位 寺西 晴季 SUMMIT 阿部 結我 SUMMIT 

U15男子ダブルス 第７位 泉 航太 加賀ジュニアTC 辻本 陽敬 西南部中 

U15男子ダブルス 第８位 矢原 明弥 TEAM KIT 竹内 悠 ATS 

〇 U15女子ダブルス 優　勝 佐藤 莉乃 ATS 山森 姿月 TEAM KIT

〇 U15女子ダブルス 準優勝 吉野 真央 GETT 田中 愛純 小松ジュニアTC

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

〇 U15女子ダブルス 第３位 九重 咲穂 ATS 井関 麻央 GETT

〇 U15女子ダブルス 第５位 林 優実奈 小松ジュニアTC 保志場 美空 TEAM KIT

〇 U15女子ダブルス 第６位 北山 結 小松ジュニアTC 前田 柚葉 GETT

U15女子ダブルス 第７位 北村 海遥 ATS 石田 紗矢 GETT

U15女子ダブルス 第８位 三野 日夏子 志賀ジュニアTC 矢田 絢音 志賀ジュニアTC 

〇印　　北信越大会出場権取得選手　（７位、８位、は補欠）

参加人数 男子シングルス ５７人 （うち本戦３２人）

女子シングルス ４８人 （うち本戦３２人）

男子ダブルス 23組　４６人 （うち本戦１６組３２人）

女子ダブルス 16組　３２人 （うち本戦１６組３２人）

合計　のべ　183人
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所属団体 Round 1

1 金沢高  谷口 和輝 [1]

2 西南部中  辻本 陽敬

3 GETT  辻本 悠嗣

4 津幡ジュニア  中山 智裕

5 TEAM KIT  矢原 明弥

6 津幡ジュニア  奥村 玲央

7 SUMMIT  阿部 結我

8 津幡ジュニア  野々山 仁 [8]

9 GETT  村上 稜真 [3]

10 TEAM KIT  川西 飛生

11 Y'sJr  五十嵐 亮輔

12 TEAM KIT  宮前 雄也

13 Y'sJr  吉田 圭佑

14 Y'sJr  竹内 暖雅

15 津幡ジュニア  久保 流輝

16 津幡ジュニア  松根 拓希 [7]

17 GETT  角谷 亮 [6]

18 Y'sJr  直喜 温也

19 V10  小野 達史

20 辰口ジュニアテニス  重吉 十唯

21 津幡ジュニア  清水端 一優

22 Y'sJr  権野 博也

23 SUMMIT  寺西 晴季

24 津幡ジュニア  渡辺 翔太 [4]

25 GETT  源 聖悟 [5]

26 津幡ジュニア  中山 裕也

27 金沢市テニス協会  中山 皓幹

28 TEAM KIT  源 拓真

29 Y'sJr  前川 瑞樹

30 津幡ジュニア  小寺 稀介

31 ATS  竹内 悠

32 GETT  高崎 昊大 [2]

Round 2

 谷口 和輝 [1]
 #1: 6-0 

 中山 智裕
 #2: 6-3 

 奥村 玲央
 #3: 6-3 

 野々山 仁 [8]
 #4: 6-4 

 村上 稜真 [3]
 #5: 6-1 

 宮前 雄也
 #6: 6-4 

 吉田 圭佑
 #7: 6-3 

 松根 拓希 [7]
 #8: 7-5 

 角谷 亮 [6]
 #9: 6-3 

 小野 達史
 #10: 6-2 

 清水端 一優
 #11: 6-1 

 渡辺 翔太 [4]
 #12: 6-1 

 源 聖悟 [5]
 #13: 6-1 

 源 拓真
 #14: 6-3 

 前川 瑞樹
 #15: 6-2 

 高崎 昊大 [2]
 #16: 6-2 

Quarterfinals

 谷口 和輝 [1]
 #17: 6-1 

 野々山 仁 [8]
 #18: 6-4 

 村上 稜真 [3]
 #19: 6-3 

 吉田 圭佑
 #20: 6-1 

 角谷 亮 [6]
 #21: 6-3 

 渡辺 翔太 [4]
 #22: 6-3 

 源 聖悟 [5]
 #23: 6-2 

 高崎 昊大 [2]
 #24: 6-2 

Semifinals

 谷口 和輝 [1]
 #25: 6-1 

 村上 稜真 [3]
 #26: 6-3 

 渡辺 翔太 [4]
 #27: 6-4 

 高崎 昊大 [2]
 #28: 7-5 

Final

 谷口 和輝 [1]
 #29: 6-2 6-2 

 高崎 昊大 [2]
 #30: 3-6 6-4 [10-8] 

 谷口 和輝 [1]
 #31: 6-2 6-4 
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所属団体 Round 1

1 津幡ジュニア  前田 星佳 [1]

2 川北Jrテニスクラブ  染谷 紗花

3 いしかわJr  河井 楓果

4 志賀ジュニアTC  矢田 絢音

5 GETT  前田 柚葉

6 津幡ジュニア  林 彩乃

7 川北Jrテニスクラブ  正村 逢愛

8 FFTA Nanao  前田 ミチル [7]

9 TEAM KIT  山森 姿月 [3]

10 志賀ジュニアTC  西村 莉依

11 Y'sJr  浅香 那々子

12 川北Jrテニスクラブ  清水 愛佳

13 ATS  北村 海遥

14 小松ジュニアTC  岩倉 李旺

15 ATS  佐藤 莉乃

16 小松ジュニアTC  田中 愛純 [5]

17 GETT  石田 紗矢 [8]

18 川北Jrテニスクラブ  橋本 夏凛

19 FFTA Nanao  前田 恵椛

20 川北Jrテニスクラブ  屋宣 優伽

21 ショットJr  太田 光虹

22 SUMMIT  能坂 あい

23 TEAM KIT  保志場 美空

24 GETT  吉野 真央 [4]

25 小松ジュニアTC  北山 結 [6]

26 小松ジュニアTC  林 優実奈

27 加賀ジュニアTC  中田 樹里

28 Y'sJr  中野 真佑

29 ATS  九重 咲穂

30 小松ジュニアTC  斎藤 沙桜

31 ショットJr  大積 綾乃

32 GETT  井関 麻央 [2]

Round 2

 前田 星佳 [1]
 #1: 6-0 

 河井 楓果
 #2: 6-3 

 林 彩乃
 #3: 6-3 

 前田 ミチル [7]
 #4: 6-1 

 山森 姿月 [3]
 #5: 6-0 

 浅香 那々子
 #6: 6-3 

 北村 海遥
 #7: 6-0 

 佐藤 莉乃
 #8: 7-5 

 石田 紗矢 [8]
 #9: 6-0 

 前田 恵椛
 #10: 6-2 

 能坂 あい
 #11: 6-4 

 吉野 真央 [4]
 #12: 6-3 

 北山 結 [6]
 #13: 6-4 

 中田 樹里
 #14: 6-0 

 九重 咲穂
 #15: 6-1 

 井関 麻央 [2]
 #16: 6-1 

Quarterfinals

 前田 星佳 [1]
 #17: 6-0 

 前田 ミチル [7]
 #18: 6-3 

 山森 姿月 [3]
 #19: 6-1 

 佐藤 莉乃
 #20: 6-4 

 石田 紗矢 [8]
 #21: 6-3 

 吉野 真央 [4]
 #22: 6-1 

 中田 樹里
 #23: 7-5 

 井関 麻央 [2]
 #24: 6-2 

Semifinals

 前田 ミチル [7]
 #25: 6-4 

 佐藤 莉乃
 #26: 7-5 

 石田 紗矢 [8]
 #27: 6-4 

 井関 麻央 [2]
 #28: 6-0 

Final

 佐藤 莉乃
 #29: 7-6(4) 7-5 

 石田 紗矢 [8]
 #30: 6-4 6-1 

 佐藤 莉乃
 #31: 6-2 6-4 
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所属団体 Round 1

1 GETT
金沢高  谷口 和輝 [1]

 高崎 昊大

2 Y'sJr
Y'sJr  直喜 温也

 竹内 暖雅

3 津幡ジュニア
津幡ジュニア  上田 悠陽

 中山 裕也

4 ATS
TEAM KIT  矢原 明弥

 竹内 悠

5 GETT
津幡ジュニア  中山 智裕 [4]

 角谷 亮

6 GETT
津幡ジュニア  久保 流輝

 辻本 悠嗣

7 SUMMIT
SUMMIT  寺西 晴季

 阿部 結我

8 川北Jrテニスクラブ
V10  小野 達史

 染谷 柊真

9 西南部中
加賀ジュニアTC  泉 航太

 辻本 陽敬

10 津幡ジュニア
ショットJr  中森 太一

 奥村 玲央

11 TEAM KIT
TEAM KIT  川西 飛生

 源 拓真

12 津幡ジュニア
津幡ジュニア  渡辺 翔太 [3]

 野々山 仁

13 津幡ジュニア
津幡ジュニア  小寺 稀介

 清水端 一優

14 津幡ジュニア
津幡ジュニア  松根 拓希

 清水端 海音

15 Y'sJr
Y'sJr  前川 瑞樹

 吉田 圭佑

16 GETT
GETT  村上 稜真 [2]

 源 聖悟

Quarterfinals

 谷口 和輝 [1]
 高崎 昊大
 #1: 6-0 

 矢原 明弥
 竹内 悠
 #2: 6-1 

 中山 智裕 [4]
 角谷 亮
 #3: 6-1 

 寺西 晴季
 阿部 結我
 #4: 6-2 

 泉 航太
 辻本 陽敬
 #5: 6-3 

 渡辺 翔太 [3]
 野々山 仁
 #6: 6-0 

 小寺 稀介
 清水端 一優
 #7: 7-6(4) 

 村上 稜真 [2]
 源 聖悟
 #8: 6-0 

Semifinals

 谷口 和輝 [1]
 高崎 昊大
 #9: 6-0 

 中山 智裕 [4]
 角谷 亮
 #10: 6-0 

 渡辺 翔太 [3]
 野々山 仁
 #11: 6-2 

 村上 稜真 [2]
 源 聖悟
 #12: 6-4 

Final

 谷口 和輝 [1]
 高崎 昊大
 #13: 6-3 

 村上 稜真 [2]
 源 聖悟
 #14: 6-1 

勝者

 村上 稜真 [2]
 源 聖悟
 #15: 6-3 
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所属団体 Round 1

1 小松ジュニアTC
GETT  吉野 真央 [1]

 田中 愛純

2 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

3 小松ジュニアTC
TEAM KIT  保志場 美空

 林 優実奈

4 川北Jrテニスクラブ
小松ジュニアTC  岩倉 李旺

 染谷 紗花

5 GETT
ATS  北村 海遥 [3]

 石田 紗矢

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 津幡ジュニア
津幡ジュニア  前田 星佳

 林 彩乃

8 金大附属中
金大附属中  坂井田 優

 米田 あい

9 川北Jrテニスクラブ
川北Jrテニスクラブ  橋本 夏凛

 石川 乙葉

10 志賀ジュニアTC
志賀ジュニアTC  三野 日夏子

 矢田 絢音

11 志賀ジュニアTC
志賀ジュニアTC  三原 光玖

 西村 莉依

12 GETT
ATS  九重 咲穂 [4]

 井関 麻央

13 Y'sJr
Y'sJr  中野 真佑

 浅香 那々子

14 小松ジュニアTC
GETT  前田 柚葉

 北山 結

15 SUMMIT
ショットJr  太田 光虹

 能坂 あい

16 TEAM KIT
ATS  佐藤 莉乃 [2]

 山森 姿月

Quarterfinals

 吉野 真央 [1]
 田中 愛純
 #1: 6-0 

 保志場 美空
 林 優実奈
 #2: 6-3 

 北村 海遥 [3]
 石田 紗矢
 #3: 6-3 

 前田 星佳
 林 彩乃
 #4: 6-0 

 三野 日夏子
 矢田 絢音
 #5: 6-3 

 九重 咲穂 [4]
 井関 麻央
 #6: 6-0 

 前田 柚葉
 北山 結
 #7: 6-2 

 佐藤 莉乃 [2]
 山森 姿月
 #8: 6-2 

Semifinals

 吉野 真央 [1]
 田中 愛純
 #9: 6-3 

 前田 星佳
 林 彩乃
 #10: 6-2 

 九重 咲穂 [4]
 井関 麻央
 #11: 6-1 

 佐藤 莉乃 [2]
 山森 姿月
 #12: 6-3 

Final

 吉野 真央 [1]
 田中 愛純
 #13: 6-3 

 佐藤 莉乃 [2]
 山森 姿月
 #14: 6-2 

勝者

 佐藤 莉乃 [2]
 山森 姿月
 #15: 6-3 



2019 中牟田杯ジュニアテニス石川県大会 2019年6月30日(日)

シングルス　順位決定戦　（　フィードイン方式　）

BS 15 5位決定戦 U15男子シングルス

① #1

津幡ジュニア 野々山 仁 [8]

② 角谷 亮 [6] #3         5位

GETT 角谷 亮 [6] 62

③ #2 角谷 亮 [6]

Y'sJr 吉田 圭佑 64

④ 源 聖悟 [5]

GETT 源 聖悟 [5] 76(2)

BS 15 6,7,8位決定戦

#1敗者 #4         7位

津幡ジュニア 野々山 仁 [8]

#2敗者 吉田 圭佑 #3         6位

Y'sJr 吉田 圭佑 64

源 聖悟 [5]

Bye (対戦済) :

#3敗者 源 聖悟 [5]

GETT 源 聖悟 [5]

GS 15 5位決定戦 U15女子シングルス

① #1

津幡ジュニア 前田 星佳 [1]

② 前田 星佳 [1] #3         5位

加賀ジュニアTC 中田 樹里 61

③   #2 前田 星佳 [1]

TEAM KIT 山森 姿月 [3] 64

④ 吉野 真央 [4]

GETT 吉野 真央 [4] 64

GS 15 6,7,8位決定戦

#1敗者 #4         7位

加賀ジュニアTC 中田 樹里

#2敗者 山森 姿月 [3] #3         6位

TEAM KIT 山森 姿月 [3] 63

  吉野 真央 [4]

Bye （対戦済）

#3敗者 吉野 真央 [4]

GETT 吉野 真央 [4]



2019 中牟田杯ジュニアテニス石川県大会 2019年6月29日(土)

ダブルス　順位決定戦　（　フィードイン方式　）

BD 15 5位決定戦 U15男子ダブルス

① TEAM KIT 矢原 明弥 #1

ATS 竹内 悠 寺西 晴季

② SUMMIT 寺西 晴季 阿部 結我 #3         5位

SUMMIT 阿部 結我 63 小寺 稀介

③ 津幡ジュニア 小寺 稀介 #2 清水端 一優

津幡ジュニア 清水端 一優 小寺 稀介 62

④ 加賀ジュニアTC 泉 航太 清水端 一優

西南部中 辻本 陽敬 60

BD 15 6,7,8位決定戦

#1敗者 TEAM KIT 矢原 明弥 #4         7位

ATS 竹内 悠 泉 航太

#2敗者 加賀ジュニアTC 泉 航太 辻本 陽敬 #3         6位

西南部中 辻本 陽敬 63 寺西 晴季

  阿部 結我

Bye 寺西 晴季 76(3)

#3敗者 SUMMIT 寺西 晴季 阿部 結我

SUMMIT 阿部 結我

GD 15 5位決定戦 U15女子ダブルス

① TEAM KIT 保志場 美空 #1

小松ジュニアTC 林 優実奈 保志場 美空

② GETT 前田 柚葉 林 優実奈 #3         5位

小松ジュニアTC 北山 結 63 保志場 美空

③ ATS 北村 海遥 [3] #2 林 優実奈

GETT 石田 紗矢 北村 海遥 [3] 64

④ 志賀ジュニアTC 三野 日夏子 石田 紗矢

志賀ジュニアTC 矢田 絢音 60

GD 15 6,7,8位決定戦

#1敗者 GETT 前田 柚葉 #4         7位

小松ジュニアTC 北山 結 前田 柚葉

#2敗者 志賀ジュニアTC 三野 日夏子 北山 結 #5         6位

志賀ジュニアTC 矢田 絢音 60 前田 柚葉

  北山 結

Bye 北村 海遥 [3] 75

#3敗者 ATS 北村 海遥 [3] 石田 紗矢

GETT 石田 紗矢


