
大会名 2019 全国選抜ジュニアU12,U14石川県予選大会 令和元年10月20日

氏名 所属
U12男子シングルス

〇 優　勝 川西 飛生 TEAM KIT

〇 準優勝 辻本 悠嗣 GETT

〇 第３位 源 拓真 TEAM KIT

〇 第３位 宮岸 慶成 小松ジュニアTC

〇 第５位 中山 皓幹 金沢市テニス協会

〇 第６位 久保田 創大 Y'sJr

第７位 竹内 聡 TEAM KIT

第８位 前田 優 津幡ジュニア

　　 　 　

U12女子シングルス

〇 優　勝 前田 恵椛 FFTA Nanao

〇 準優勝 濱崎 ちはる 津幡ジュニア

〇 第３位 水内 佑香 ショットJr

〇 第３位 新保 柑菜 ショットJr

〇 第５位 染谷 紗花 川北Jrテニスクラブ

〇 第６位 林 愛友奈 小松ジュニアTC

第７位 小波 うた FFTA Nanao

第８位 中町 奏 ウエストヒルズJT

U14男子シングルス

〇 優　勝 角谷 亮 GETT

〇 準優勝 野々山 仁 津幡ジュニア

〇 第３位 中山 智裕 津幡ジュニア

〇 第３位 松根 拓希 津幡ジュニア

〇 第５位 小野 達史 V10

第６位 田上 櫂斗 V10

第７位 竹内 暖雅 Y'sJr

第８位 奥村 玲央 津幡ジュニア

U14女子シングルス

〇 優　勝 石田 紗矢 GETT

〇 準優勝 北村 海遥 ATS

〇 第３位 林 優実奈 小松ジュニアTC

〇 第３位 太田 光虹 ショットJr

〇 第５位 保志場 美空 TEAM KIT

〇 第６位 西村 莉依 志賀ジュニアTC

第７位 大積 綾乃 ATS

第８位 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

　　　　　※U14男子シングルスは渡辺翔太選手（津幡ジュニア）の推薦が決定しています。

石川県予選大会

参加人数U12男子シングルス ４５人

U14男子シングルス ４１人

U12女子シングルス ４２人

U14女子シングルス １８人

合計 １４６人
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所属団体 Round 1

1 TEAM KIT  川西 飛生 [1]
2  Bye
3 津幡ジュニア  中村 環佑
4 津幡ジュニア  筆谷 純士
5 TRG  松原 佑真
6 ウエストヒルズJT  寺譯 楓斗
7  Bye
8 ウエストヒルズJT  関口 遼 [14]
9 金沢市テニス協会  前中 良介 [11]

10  Bye
11 FFTA Nanao  三原 煌大
12  Bye
13 津幡ジュニア  中村 謙心
14 小松ジュニアTC  吉田 朋矢
15  Bye
16 金沢市テニス協会  中山 皓幹 [5]
17 小松ジュニアTC  宮岸 慶成 [4]
18  Bye
19 山中ジュニア  吉田 伊吹
20 Y'sJr  村上 翔
21 V10  神佐 惇
22 内灘ジュニアTC  柴田 零士
23  Bye
24 V10  浅香 厚明 [13]
25 ウエストヒルズJT  平野 良真 [12]
26  Bye
27 川北Jrテニスクラブ  西村 恵介
28  Bye
29 SUMMIT  中川 詠斗
30 加賀ジュニアTC  北市 誠悟
31  Bye
32 TEAM KIT  竹内 聡 [7]
33 GETT  角谷 宙希 [8]
34  Bye
35 ショットJr  西田 匡徳
36  Bye
37 小松ジュニアTC  木村 葉月
38 津幡ジュニア  前田 優
39  Bye
40 TEAM KIT  矢原 青空 [10]
41 V10  井田 結斗 [16]
42  Bye
43 津幡ジュニア  板坂 翼
44 SUMMIT  尾山 晏理
45 GETT  立見 生吹
46 小松ジュニアTC  菅嶋 倉士
47  Bye
48 TEAM KIT  源 拓真 [3]
49 Y'sJr  久保田 創大 [6]
50  Bye
51 金沢市テニス協会  笠井 拓久
52 津幡ジュニア  野原 惇央
53 SUMMIT  川西 由人
54 津幡ジュニア  高出 晴日
55  Bye
56 Y'sJr  直喜 慶也 [9]
57 小松ジュニアTC  築田 悠伸 [15]
58  Bye
59 V10  吉田 朝陽
60 小松ジュニアTC  西野 仁人
61 ウエストヒルズJT  田中 惟久朗
62 内灘ジュニアTC  髙島 礼雅
63  Bye
64 GETT  辻本 悠嗣 [2]

Round 2

 川西 飛生 [1]
 #1: 
 筆谷 純士
 #2: 6-0 
 松原 佑真
 #3: 6-1 
 関口 遼 [14]
 #4: 
 前中 良介 [11]
 #5: 
 三原 煌大
 #6: 
 吉田 朋矢
 #7: 6-4 
 中山 皓幹 [5]
 #8: 
 宮岸 慶成 [4]
 #9: 
 村上 翔
 #10: 6-0 
 神佐 惇
 #11: 6-4 
 浅香 厚明 [13]
 #12: 
 平野 良真 [12]
 #13: 
 西村 恵介
 #14: 
 北市 誠悟
 #15: 6-0 
 竹内 聡 [7]
 #16: 
 角谷 宙希 [8]
 #17: 
 西田 匡徳
 #18: 
 前田 優
 #19: 6-1 
 矢原 青空 [10]
 #20: 
 井田 結斗 [16]
 #21: 
 板坂 翼
 #22: 6-0 
 立見 生吹
 #23: 6-0 
 源 拓真 [3]
 #24: 
 久保田 創大 [6]
 #25: 
 野原 惇央
 #26: 6-3 
 川西 由人
 #27: 6-4 
 直喜 慶也 [9]
 #28: 
 築田 悠伸 [15]
 #29: 
 西野 仁人
 #30: 6-1 
 髙島 礼雅
 #31: 6-1 
 辻本 悠嗣 [2]
 #32: 

Round 3

 川西 飛生 [1]
 #33: 6-0 

 関口 遼 [14]
 #34: 6-2 

 前中 良介 [11]
 #35: 6-2 

 中山 皓幹 [5]
 #36: 6-0 

 宮岸 慶成 [4]
 #37: 6-0 

 浅香 厚明 [13]
 #38: 6-2 

 平野 良真 [12]
 #39: 6-2 

 竹内 聡 [7]
 #40: 6-1 

 角谷 宙希 [8]
 #41: 6-0 

 前田 優
 #42: 6-3 

 板坂 翼
 #43: 7-5 

 源 拓真 [3]
 #44: 6-2 

 久保田 創大 [6]
 #45: 6-2 

 直喜 慶也 [9]
 #46: 6-1 

 西野 仁人
 #47: 7-6(4) 

 辻本 悠嗣 [2]
 #48: 6-0 

Quarterfinals

 川西 飛生 [1]
 #49: 6-0 

 中山 皓幹 [5]
 #50: 6-1 

 宮岸 慶成 [4]
 #51: 6-2 

 竹内 聡 [7]
 #52: 6-4 

 前田 優
 #53: 6-2 

 源 拓真 [3]
 #54: 6-0 

 久保田 創大 [6]
 #55: 6-1 

 辻本 悠嗣 [2]
 #56: 6-0 

Semifinals

 川西 飛生 [1]
 #57: 6-0 

 宮岸 慶成 [4]
 #58: 6-1 

 源 拓真 [3]
 #59: 6-0 

 辻本 悠嗣 [2]
 #60: 6-2 

Final

 川西 飛生 [1]
 #61: 6-1 

 辻本 悠嗣 [2]
 #62: 6-0 

 川西 飛生 [1]
 #63: 6-1 

# シード選手

1 川西 飛生
2 辻本 悠嗣
3 源 拓真
4 宮岸 慶成
5 中山 皓幹
6 久保田 創大
7 竹内 聡
8 角谷 宙希

9 直喜 慶也
10 矢原 青空
11 前中 良介
12 平野 良真
13 浅香 厚明
14 関口 遼
15 築田 悠伸
16 井田 結斗

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名
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所属団体 Round 1

1 川北Jrテニスクラブ  染谷 紗花 [1]
2  Bye
3 team s.s.t.c  大澤 玲緒奈
4  Bye
5 ウエストヒルズJT  炭 憂奈
6 山中ジュニア  上山 桔生
7  Bye
8 V10  山崎 結衣 [14]
9 津幡ジュニア  濱崎 ちはる [11]

10  Bye
11 team s.s.t.c  磯田 実来
12 ショットJr  水内 柚月
13 小松ジュニアTC  岩倉 芙実
14 津幡ジュニア  戸口 琉花
15  Bye
16 津幡ジュニア  清水端 碧乃 [8]
17 川北Jrテニスクラブ  橋本 恋梅 [4]
18  Bye
19 金沢市テニス協会  丸田 芽生莉
20  Bye
21 TRG  高橋 美来
22 津幡ジュニア  前田 紗知
23  Bye
24 ウエストヒルズJT  中町 奏 [13]
25 TEAM KIT  長谷川 紬 [9]
26  Bye
27 ショットJr  高森 未来
28 金沢市テニス協会  長坂 舞子
29  Bye
30 ショットJr  南 珠愛
31  Bye
32 ショットJr  新保 柑菜 [7]
33 FFTA Nanao  小波 うた [5]
34  Bye
35 TEAM KIT  吉田 奈央
36  Bye
37 team s.s.t.c  四津 和奏
38 SUMMIT  伊山 菜実
39  Bye
40 小松ジュニアTC  小坂 音羽 [12]
41 Y'sJr  北村 琴美 [15]
42  Bye
43 ショットJr  新保 茜
44 川北Jrテニスクラブ  正村 愛音
45 ウエストヒルズJT  末田 奈都
46 team s.s.t.c  村中 菫
47  Bye
48 FFTA Nanao  前田 恵椛 [3]
49 小松ジュニアTC  林 愛友奈 [6]
50  Bye
51 ウエストヒルズJT  齋藤 彩乃
52 TEAM KIT  宮下 茉桜
53  Bye
54 ショットJr  中森 琶菜
55  Bye
56 小松ジュニアTC  林 恵凜奈 [10]
57 内灘ジュニアTC  小谷 和暖 [16]
58  Bye
59 ウエストヒルズJT  宮前 海来
60  Bye
61 TEAM KIT  生駒 琉茄
62 山中ジュニア  旭 杏樹
63  Bye
64 ショットJr  水内 佑香 [2]

Round 2

 染谷 紗花 [1]
 #1: 
 大澤 玲緒奈
 #2: 
 上山 桔生
 #3: 6-1 
 山崎 結衣 [14]
 #4: 
 濱崎 ちはる [11]
 #5: 
 水内 柚月
 #6: 6-3 
 岩倉 芙実
 #7: 6-2 
 清水端 碧乃 [8]
 #8: 
 橋本 恋梅 [4]
 #9: 
 丸田 芽生莉
 #10: 
 高橋 美来
 #11: 6-0 
 中町 奏 [13]
 #12: 
 長谷川 紬 [9]
 #13: 
 高森 未来
 #14: 6-2 
 南 珠愛
 #15: 
 新保 柑菜 [7]
 #16: 
 小波 うた [5]
 #17: 
 吉田 奈央
 #18: 
 伊山 菜実
 #19: 6-0 
 小坂 音羽 [12]
 #20: 
 北村 琴美 [15]
 #21: 
 正村 愛音
 #22: 6-3 
 末田 奈都
 #23: 6-0 
 前田 恵椛 [3]
 #24: 
 林 愛友奈 [6]
 #25: 
 宮下 茉桜
 #26: 6-1 
 中森 琶菜
 #27: 
 林 恵凜奈 [10]
 #28: 
 小谷 和暖 [16]
 #29: 
 宮前 海来
 #30: 
 旭 杏樹
 #31: 6-3 
 水内 佑香 [2]
 #32: 

Round 3

 染谷 紗花 [1]
 #33: 4-0 Ret.

 山崎 結衣 [14]
 #34: 6-0 

 濱崎 ちはる [11]
 #35: 6-0 

 清水端 碧乃 [8]
 #36: 6-4 

 橋本 恋梅 [4]
 #37: 6-0 

 中町 奏 [13]
 #38: 6-0 

 長谷川 紬 [9]
 #39: 6-2 

 新保 柑菜 [7]
 #40: 7-5 

 小波 うた [5]
 #41: 6-0 

 小坂 音羽 [12]
 #42: 6-2 

 北村 琴美 [15]
 #43: 6-1 

 前田 恵椛 [3]
 #44: 6-3 

 林 愛友奈 [6]
 #45: 6-3 

 林 恵凜奈 [10]
 #46: 6-0 

 小谷 和暖 [16]
 #47: 6-0 

 水内 佑香 [2]
 #48: 6-0 

Quarterfinals

 染谷 紗花 [1]
 #49: 6-2 

 濱崎 ちはる [11]
 #50: 6-0 

 中町 奏 [13]
 #51: 6-2 

 新保 柑菜 [7]
 #52: 7-6(1) 

 小波 うた [5]
 #53: 7-5 

 前田 恵椛 [3]
 #54: 6-2 

 林 愛友奈 [6]
 #55: 6-1 

 水内 佑香 [2]
 #56: 6-0 

Semifinals

 濱崎 ちはる [11]
 #57: 6-4 

 新保 柑菜 [7]
 #58: 6-4 

 前田 恵椛 [3]
 #59: 6-1 

 水内 佑香 [2]
 #60: 6-1 

Final

 濱崎 ちはる [11]
 #61: 6-4 

 前田 恵椛 [3]
 #62: 6-4 

 前田 恵椛 [3]
 #63: 6-3 

# シード選手

1 染谷 紗花
2 水内 佑香
3 前田 恵椛
4 橋本 恋梅
5 小波 うた
6 林 愛友奈
7 新保 柑菜
8 清水端 碧乃

9 長谷川 紬
10 林 恵凜奈
11 濱崎 ちはる
12 小坂 音羽
13 中町 奏
14 山崎 結衣
15 北村 琴美
16 小谷 和暖

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名
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所属団体 Round 1

1 GETT  角谷 亮 [1]
2  Bye
3 FFTA Nanao  小波 久斗
4  Bye
5 いしかわJr  打田 和寛
6 Y'sJr  北村 湧磨
7  Bye
8 津幡ジュニア  清水端 海音 [14]
9 Y'sJr  竹内 暖雅 [11]

10  Bye
11 加賀ジュニアTC  神尾 勘太
12 津幡ジュニア  松下 大斗
13  Bye
14 山中ジュニア  吉田 龍生
15  Bye
16 小松ジュニアTC  宮岸 亮太朗 [5]
17 津幡ジュニア  松根 拓希 [3]
18  Bye
19 V10  小西 健太
20 金沢市テニス協会  木村 駈
21  Bye
22 加賀ジュニアTC  表 蒼史
23  Bye
24 川北Jrテニスクラブ  染谷 柊真 [13]
25 ショットJr  中森 太一 [12]
26  Bye
27 緑中  関野 渡
28  Bye
29 V10  山崎 壮大
30 内灘ジュニアTC  小谷 海晴
31  Bye
32 V10  小野 達史 [6]
33 V10  田上 櫂斗 [8]
34  Bye
35 ウエストヒルズJT  下内 勇人
36 SUMMIT  不室 晶貴
37 ウエストヒルズJT  潟渕 遥翔
38 Y'sJr  市川 未來
39  Bye
40 SUMMIT  阿部 結我 [9]
41 内灘ジュニアTC  高島 昊雅 [16]
42  Bye
43 津幡ジュニア  南出 旺樹
44 津幡ジュニア  上田 陸翔
45  Bye
46 TEAM KIT  齋藤 貫士
47  Bye
48 津幡ジュニア  野々山 仁 [4]
49 ATS  宮前 雄也 [7]
50  Bye
51 津幡ジュニア  山本 光太朗
52 川北Jrテニスクラブ  向 和寿
53  Bye
54 小松ジュニアTC  小坂 響来
55  Bye
56 津幡ジュニア  奥村 玲央 [10]
57 ウエストヒルズJT  赤羽根 遼真 [15]
58  Bye
59 ウエストヒルズJT  瓜 悠真
60  Bye
61 いしかわJr  北川 周
62 ウエストヒルズJT  石井 瑛士
63  Bye
64 津幡ジュニア  中山 智裕 [2]

Round 2

 角谷 亮 [1]
 #1: 
 小波 久斗
 #2: 
 北村 湧磨
 #3: 6-0 
 清水端 海音 [14]
 #4: 
 竹内 暖雅 [11]
 #5: 
 松下 大斗
 #6: 6-1 
 吉田 龍生
 #7: 
 宮岸 亮太朗 [5]
 #8: 
 松根 拓希 [3]
 #9: 
 木村 駈
 #10: 6-4 
 表 蒼史
 #11: 
 染谷 柊真 [13]
 #12: 
 中森 太一 [12]
 #13: 
 関野 渡
 #14: 
 小谷 海晴
 #15: 6-2 
 小野 達史 [6]
 #16: 
 田上 櫂斗 [8]
 #17: 
 下内 勇人
 #18: 6-2 
 市川 未來
 #19: 6-3 
 阿部 結我 [9]
 #20: 
 高島 昊雅 [16]
 #21: 
 上田 陸翔
 #22: 6-0 
 齋藤 貫士
 #23: 
 野々山 仁 [4]
 #24: 
 宮前 雄也 [7]
 #25: 
 向 和寿
 #26: 6-1 
 小坂 響来
 #27: 
 奥村 玲央 [10]
 #28: 
 赤羽根 遼真 [15]
 #29: 
 瓜 悠真
 #30: 
 石井 瑛士
 #31: 6-4 
 中山 智裕 [2]
 #32: 

Round 3

 角谷 亮 [1]
 #33: 6-1 

 清水端 海音 [14]
 #34: 6-0 

 竹内 暖雅 [11]
 #35: 6-0 

 宮岸 亮太朗 [5]
 #36: 6-0 

 松根 拓希 [3]
 #37: 6-0 

 染谷 柊真 [13]
 #38: 6-0 

 中森 太一 [12]
 #39: 6-0 

 小野 達史 [6]
 #40: 6-0 

 田上 櫂斗 [8]
 #41: 6-0 

 阿部 結我 [9]
 #42: 6-4 

 高島 昊雅 [16]
 #43: 6-3 

 野々山 仁 [4]
 #44: 6-0 

 宮前 雄也 [7]
 #45: 6-2 

 奥村 玲央 [10]
 #46: 6-2 

 瓜 悠真
 #47: w.o.

 中山 智裕 [2]
 #48: 6-0 

Quarterfinals

 角谷 亮 [1]
 #49: 6-2 

 竹内 暖雅 [11]
 #50: 6-4 

 松根 拓希 [3]
 #51: 6-1 

 小野 達史 [6]
 #52: 6-0 

 田上 櫂斗 [8]
 #53: 6-2 

 野々山 仁 [4]
 #54: 6-1 

 奥村 玲央 [10]
 #55: 7-6(10) 

 中山 智裕 [2]
 #56: 6-0 

Semifinals

 角谷 亮 [1]
 #57: 6-3 

 松根 拓希 [3]
 #58: 6-1 

 野々山 仁 [4]
 #59: 6-2 

 中山 智裕 [2]
 #60: 6-0 

Final

 角谷 亮 [1]
 #61: 6-3 

 野々山 仁 [4]
 #62: 7-5 

 角谷 亮 [1]
 #63: 7-6(3) 

# シード選手

1 角谷 亮
2 中山 智裕
3 松根 拓希
4 野々山 仁
5 宮岸 亮太朗
6 小野 達史
7 宮前 雄也
8 田上 櫂斗

9 阿部 結我
10 奥村 玲央
11 竹内 暖雅
12 中森 太一
13 染谷 柊真
14 清水端 海音
15 赤羽根 遼真
16 高島 昊雅

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 



【ジュニア】2019全国選抜U12U14ジュニア石川県大会
GS 14
日付

19 - 20 10 2019
郡市区町村

JPN
Website

印刷済: 2019/10/20 17:04:23

所属団体 Round 1

1 GETT  石田 紗矢 [1]

2  Bye

3 山中ジュニア  上山 蒼生

4  Bye

5  Bye

6 小松ジュニアTC  斎藤 沙桜

7  Bye

8 ATS  大積 綾乃 [7]

9 小松ジュニアTC  林 優実奈 [4]

10  Bye

11 SUMMIT  前田 梓菜

12 小松ジュニアTC  岩倉 李旺

13  Bye

14 志賀ジュニアTC  矢田 絢音

15  Bye

16 ショットJr  寺田 伊織 [5]

17 志賀ジュニアTC  西村 莉依 [6]

18  Bye

19 Y'sJr  中野 真佑

20 山中ジュニア  坂本 真緒

21  Bye

22 高岡中  日向 ほの花

23  Bye

24 ATS  北村 海遥 [3]

25 ショットJr  太田 光虹 [8]

26  Bye

27 ショットJr  井波 梅

28  Bye

29  Bye

30 内灘ジュニアTC  柴田 妃香里

31  Bye

32 TEAM KIT  保志場 美空 [2]

Round 2

 石田 紗矢 [1]
 #1: 

 上山 蒼生
 #2: 

 斎藤 沙桜
 #3: 

 大積 綾乃 [7]
 #4: 

 林 優実奈 [4]
 #5: 

 前田 梓菜
 #6: 6-1 

 矢田 絢音
 #7: 

 寺田 伊織 [5]
 #8: 

 西村 莉依 [6]
 #9: 

 坂本 真緒
 #10: 6-3 

 日向 ほの花
 #11: 

 北村 海遥 [3]
 #12: 

 太田 光虹 [8]
 #13: 

 井波 梅
 #14: 

 柴田 妃香里
 #15: 

 保志場 美空 [2]
 #16: 

Quarterfinals

 石田 紗矢 [1]
 #17: 6-0 

 大積 綾乃 [7]
 #18: 6-3 

 林 優実奈 [4]
 #19: 6-3 

 矢田 絢音
 #20: 6-3 

 西村 莉依 [6]
 #21: 6-0 

 北村 海遥 [3]
 #22: 6-0 

 太田 光虹 [8]
 #23: 6-1 

 保志場 美空 [2]
 #24: 6-1 

Semifinals

 石田 紗矢 [1]
 #25: 6-3 

 林 優実奈 [4]
 #26: 6-2 

 北村 海遥 [3]
 #27: 6-0 

 太田 光虹 [8]
 #28: 6-3 

Final

 石田 紗矢 [1]
 #29: 6-2 

 北村 海遥 [3]
 #30: 6-1 

 石田 紗矢 [1]
 #31: 7-5 

# シード選手

1 石田 紗矢
2 保志場 美空
3 北村 海遥
4 林 優実奈
5 寺田 伊織
6 西村 莉依
7 大積 綾乃
8 太田 光虹

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 



2019全国選抜ジュニア（U12,U14）石川県予選大会 2019年10月19日(土) 予備日20日(日)

シングルス　順位決定戦　（　フィードイン方式　）

BS 12 所属 名前 5位決定戦

①

金沢市テニス協会 中山 皓幹 [5]

② #1 中山 皓幹 [5]

津幡ジュニア 前田 優 60 5位

③ 中山 皓幹 [5]

Y'sJr 久保田 創大 [6] #3 75

④ #2 久保田 創大 [6]

TEAM KIT 竹内 聡 [7] 60

BS 12 所属 名前 6,7,8位決定戦

#1敗者

津幡ジュニア 前田 優 7位

#2敗者 #4 竹内 聡 [7]

TEAM KIT 竹内 聡 [7] 61 6位

  久保田 創大 [6]

Bye #5 （対戦済み）

#3敗者 久保田 創大 [6]

Y'sJr 久保田 創大 [6]

GS 12 所属 名前 5位決定戦

①

川北Jrテニスクラブ 染谷 紗花 [1]

② #1 染谷 紗花 [1]

ウエストヒルズJT 中町 奏 [13] 60 5位

③  染谷 紗花 [1]

FFTA Nanao 小波 うた [5] #3 63

④ #2 林 愛友奈 [6]

小松ジュニアTC 林 愛友奈 [6] 75

GS 12 所属 名前 6,7,8位決定戦

#1敗者

ウエストヒルズJT 中町 奏 [13] 7位

#2敗者 #4 小波 うた [5]

FFTA Nanao 小波 うた [5] 61 6位

  林 愛友奈 [6]

Bye #5 （対戦済み）

#3敗者 林 愛友奈 [6]

小松ジュニアTC 林 愛友奈 [6]

U12男子シングルス

U12女子シングルス



2019全国選抜ジュニア（U12,U14）石川県予選大会 2019年10月19日(土) 予備日20日(日)

シングルス　順位決定戦　（　フィードイン方式　）

BS 14 所属 名前 5位決定戦

①

V10 小野 達史 [6]

② #1 小野 達史 [6]

津幡ジュニア 奥村 玲央 [10] 43RET 5位

③ 小野 達史 [6]

Y'sJr 竹内 暖雅 [11] #3 61

④ #2 田上 櫂斗 [8]

V10 田上 櫂斗 [8] 63

BS 14 所属 名前 6,7,8位決定戦

#1敗者

津幡ジュニア 奥村 玲央 [10] 7位

#2敗者 #4 竹内 暖雅 [11]

Y'sJr 竹内 暖雅 [11] W.O 6位

  田上 櫂斗 [8]

Bye #5 （対戦済み）

#3敗者 田上 櫂斗 [8]

V10 田上 櫂斗 [8]

GS 14 所属 名前 5位決定戦

①

志賀ジュニアTC 矢田 絢音

② #1 保志場 美空 [2]

TEAM KIT 保志場 美空 [2] 60 5位

③  保志場 美空 [2]

志賀ジュニアTC 西村 莉依 [6] #3 62

④ #2 西村 莉依 [6]

ATS 大積 綾乃 [7] 64

GS 14 所属 名前 6,7,8位決定戦

#1敗者

志賀ジュニアTC 矢田 絢音 7位

#2敗者 #4 大積 綾乃 [7]

ATS 大積 綾乃 [7] 64 6位

  西村 莉依 [6]

Bye #5 （対戦済み）

#3敗者 西村 莉依 [6]

志賀ジュニアTC 西村 莉依 [6]

U14男子シングルス

U14女子シングルス


