
2019 年 3 月 5日 
加盟団体・保護者の皆様 

新潟県テニス協会 
ジュニア委員会 

委員  阿部 丈晴 

2019 年度全日本ジュニア新潟県予選ダイレクトアクセプタンス(DA)決定 

標記大会のDA受入選手を下記の通り決定しましたのでご報告いたします。 

記 

１ 対象大会 
   全日本ジュニアテニス選手権新潟県予選大会（U18,U16） 
    〇 期日 2019 年 5月 11 日（土）、12 日（日） 
    〇 会場 新潟市庭球場 

２ 受入人数 
   各カテゴリー 12 名（合計 48 名） 
    〇 別紙リスト参照 

３ 連絡事項 
   シングルスについて 
    〇 各地区予選にはエントリーしないでください。 
   ダブルスについて 
    〇 DA受入選手同士のペアの場合、ダブルスも県予選から 

エントリーしてください。 
    〇 ペアの片方のみDA受入選手の場合、地区予選から 

エントリーしてください。 
       ※出場地区は受入選手でない選手の地区で出場 

以上 



【確定】2019全日本ジュニア県予選DA受入選手一覧　(#1) 2019/3/4

■18歳以下男子

№ 順位 氏名 学年 学校 所属先

1 1 山口　駿 高2 東京学館新潟高（新潟市） 高体連

2 2 植木　海音 高1 東京学館新潟高（新潟市） 高体連

3 3 川崎　理比人 高2 東京学館新潟高（新潟市） 高体連

4 6 皆川　将也 高2 東京学館新潟高（新潟市） 高体連

5 9 宮本　一輝 高2 関根学園高等学校（上越市） ファーストTA

6 10 岩間　太陽 高1 東京学館新潟高（新潟市） 高体連

7 16 野本　真弘 高2 東京学館新潟高（新潟市） 高体連

8 17 齋藤　晶斗 高1 東京学館新潟高（新潟市） 高体連

9 19 原山　周 高1 三条東高等学校（三条市） 三条ファミリーTC

10 20 清水　渉平 高2 東京学館新潟高（新潟市） 高体連

11 20 長谷川　輝星 中5 村上中等教育学校（村上市） 村上中等教育学校

12 20 横尾　俊介 高2 高田高等学校（上越市） 高体連

■16歳以下男子

№ 順位 氏名 学年 学校 所属先

1 7 半沢　隼 中3 大島中学校（長岡市） 長岡北部Jr

2 8 内山　照英 高1 東京学館新潟高（新潟市） 高体連

3 12 斎藤　翔太 中3 上山中学校（新潟市） ファミリーITS

4 13 齋藤　倖久 高1 開志国際高等学校（胎内市） 高体連

5 14 臼田　功太 中3 宮浦中学校（新潟市） ファミリーITS

6 15 柳澤　勇翔 中3 柿崎中学校（上越市） 柿崎テニスクラブ

7 26 八百板　悠真 中3 新潟第一中学校（新潟市） 新潟ジャンボITS

8 27 杉山　智理 中3 附属新潟中学校（新潟市） さくらテニスガーデン

9 32 堀切　景介 中3 柏崎翔洋中等（柏崎市） 柏崎JTS

10 34 横尾　健介 中3 城東中学校（上越市） ファーストTA

11 43 今井　朱杜 中3 鳥屋野中学校（新潟市） ファミリーITS

12 44 小林　来翔 高1 開志国際高等学校（胎内市） 高体連



【確定】2019全日本ジュニア県予選DA受入選手一覧　(#2) 2019/3/4

■18歳以下女子

№ 順位 氏名 学年 学校 所属先

1 1 沼野　菜海 高1 新潟第一高等学校（新潟市） 高体連

2 2 高橋　海希 高1 新潟第一高等学校（新潟市） 高体連

3 3 渡部　結衣 高1 新潟高等学校（新潟市） YeLL

4 5 小林　明季 高1 長岡高等学校（長岡市） 高体連

5 9 白川　星 高2 新潟第一高等学校（新潟市） 高体連

6 11 平山　美鈴 高2 新潟第一高等学校（新潟市） 高体連

7 12 小林　花 高2 五泉高等学校（五泉市） 高体連

8 16 三牧　陽向 中4 直江津中等（上越市） ファーストTA

9 18 神成　真生 高1 新潟第一高等学校（新潟市） 高体連

10 20 大竹　唯月 高1 長岡高等学校（長岡市） 高体連

11 21 髙橋　美優 高2 帝京長岡高等学校（長岡市） 高体連

12 21 諸橋　千空 高2 五泉高等学校（五泉市） 高体連

■16歳以下女子

№ 順位 氏名 学年 学校 所属先

1 13 勝見　佳加 中3 上山中学校（新潟市） ファミリーITS

2 15 横田　和 中2 城北中学校（上越市） ファーストTA

3 17 勝見　尚加 中2 上山中学校（新潟市） ファミリーITS

4 28 小倉　智尋 高1 開志国際高等学校（胎内市） 高体連

5 29 浦　結子 高1 長岡高等学校（長岡市） 高体連

6 39 佐々木　理子 小6 上山小学校（新潟市） YeLL

7 41 小林　心優 中2 東石山中学校（新潟市） マリンブルーTS

8 50 白川　華 中2 五十嵐中学校（新潟市） マリンブルーTS

9 51 塚野　真帆 中2 藤見中学校（新潟市） ファミリーITS

10 68 市橋　奈々佳 中2 上山中学校（新潟市） ファミリーITS

11 69 大関　桃音 高1 長岡高等学校（長岡市） 高体連

12 75 新宮　香菜子 中3 小針中学校（新潟市） ヤマダTS


