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選手登録番号 Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    

1 B1110004SHJ 1 ショットJr 西田 匡徳 [1]  

    西田 匡徳 [1]

2    Bye   

     西田 匡徳 [1]

3 B1310002SHJ  ショットJr 中森 伊吹  6-3

    北村 翔真  

4 B1110022YSJ  Y'sJr 北村 翔真 6-1  

     諏訪 隼士

5 B1110010WHT  ウエストヒルズJT 諏訪 隼士  6-2

    諏訪 隼士  

6 B1110012TBJ  津幡ジュニア 藤江 理智 6-0  

     諏訪 隼士

7 B1310009TBJ  津幡ジュニア 前田 悟  6-1

    角戸 奏介  

8 B1310003WHT  ウエストヒルズJT 角戸 奏介 6-1  

     杉田 冨志郎

9 B1210006SUM 2 SUMMIT 中山 立稀 [3]  6-4

    中山 立稀 [3]  

10    Bye   

     杉田 冨志郎

11 B1210008GET  GETT 吉澤 颯人  6-0

    杉田 冨志郎  

12 B1210005KMJ  小松ジュニアTC 杉田 冨志郎 6-0  

     杉田 冨志郎

13 B1110020CTA  センティア 堀田 創介  6-2

    堀田 創介  

14 B1400001KIT  TEAM KIT 真田 結都 6-0  

     高森 瑛大 [6]

15    Bye  6-3

    高森 瑛大 [6]  

16 B1210003SHJ 4 ショットJr 高森 瑛大 [6]   

     杉田 冨志郎

17 B1110006KIT 4 TEAM KIT 松原 旺大 [5]  6-1

    松原 旺大 [5]  

18    Bye   

     高村 秋徳

19 B1210002KGJ  加賀ジュニアTC 鶴井 奏斗  6-0

    高村 秋徳  

20 B1110013KMJ  小松ジュニアTC 高村 秋徳 7-5  

     高村 秋徳

21 B1100011TBJ  津幡ジュニア 濱坂 陸希  6-3

    濱坂 陸希  

22 B1310007KIT  TEAM KIT 宮本 麟太郎 6-0  

     濱坂 陸希

23    Bye  6-1

    荒木 快翔 [4]  

24 B1100008KZC 4 金沢市TA 荒木 快翔 [4]   

     角谷 尚翔 [2]

25 B1100002KMJ  小松ジュニアTC 大坂 晄也  7-5

    大坂 晄也  

26    Bye   

     大坂 晄也

27 B1310006KIT  TEAM KIT 北村 堅佑  6-0

    北村 堅佑  

28 B1300008KZC  金沢市TA 三浦 遥太 6-1  

     角谷 尚翔 [2]

29 B1210004SHJ  ショットJr 中野 新太  6-1

    中村 環佑  3位決定戦

30 B1100003TBJ  津幡ジュニア 中村 環佑 6-4  

     角谷 尚翔 [2] 諏訪 隼士

31    Bye  6-0 諏訪 隼士

    角谷 尚翔 [2]  高村 秋徳 6-3

32 B1310001GET 2 GETT 角谷 尚翔 [2]  
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1 G1200004KGJ  加賀ジュニアTC 小山 心陽  

    小山 心陽

2    Bye   

     小山 心陽

3 G1100005TBJ  津幡ジュニア 山崎 穂実  6-0

    山崎 穂実  

4    Bye   

     小山 心陽

5 G1200007TBJ  津幡ジュニア 山本 真歩  6-3

    山本 真歩  

6    Bye   

     山本 真歩

7 G1110008KKT  川北Jrテニスクラブ 石橋 和佳  6-1

    矢原 瑛礼亜  

8 G1210006KIT  TEAM KIT 矢原 瑛礼亜 6-2  

     小山 心陽

9 G1100002KZC  金沢市TA 林 眞里奈  6-3

    林 眞里奈  

10 G1110006TBJ  津幡ジュニア 岩崎 真菜 6-2  

     林 眞里奈

11    Bye  6-4

    小林 紗雪  

12 G1110007TBJ  津幡ジュニア 小林 紗雪   

     林 眞里奈

13 G1200008TBJ  津幡ジュニア 浅黄 陽咲  6-4

    浅黄 陽咲  

14 G1210002KMJ  小松ジュニアTC 正田 賀子 6-2  

     濱本 智咲花

15    Bye  6-2

    濱本 智咲花  3位決定戦

16 G1210005KMJ  小松ジュニアTC 濱本 智咲花  

    山本 真歩

   山本 真歩

濱本 智咲花 6-0



2021 U10ジュニアテニストーナメント 日付 令和3年4月24日

種目 結果 氏名 所属

男子シングルス 優　勝 杉田 冨志郎 小松ジュニアTC 

男子シングルス 準優勝 角谷 尚翔 GETT 

男子シングルス 第３位 諏訪 隼士 ウエストヒルズJT 

男子シングルス 第３位 高村 秋徳 小松ジュニアTC 

女子シングルス 優　勝 小山 心陽 加賀ジュニアTC 

女子シングルス 準優勝 林 眞里奈 金沢市TA 

女子シングルス 第３位 山本 真歩 津幡ジュニア 

女子シングルス 第３位 濱本 智咲花 小松ジュニアTC 

参加者 男子 ２５名

女子 １１名

計 ３６名

　　※ 各カテゴリーベスト４の４名は、石川県テニス協会U10 強化選手として

年間数回の練習会に参加することができます。


