
【結果】全日本ジュニアテニス選手権上越地区予選会

平成３１年４月２７日(土)、２８日(日)　会場　柏崎市駅前公園テニスコート

１位 福永　怜也 直江津中等

２位 太田　恒希 ファーストTA

３位 井澤　愛希 高田北城

４位 河野　空 新井

５位 浜中　湧佑斗 新井

１位 太田　恒希・福永　怜也 ファーストTA・直江津中等

２位 星野　遥輝・浜中湧佑斗 高田・新井

３位 星野　尚希・小栗　隼斗 柏崎工業・柏崎工業

４位 中村　冬馬・岸　春希 柏崎工業・柏崎工業

１位 横田　萌 高田

２位 江口　夏帆 直江津中等

３位 片桐　美遥 柏崎

４位 五十嵐　香乃 直江津中等

５位 五位野　彩音 柏崎

１位 横田　萌・松田　美月 高田・高田

２位 室井　英奈・内川　綾菜 柏崎・柏崎

３位 松永　日和・佐藤ほのか 高田・高田

４位 江口　夏帆・木原　万智 直江津中等・直江津中等

１位 原　爽叶 ファーストTA

２位 澁谷　拓希 上越グリーン

３位 田中　暖人 高田

３位 安田　亮太 糸魚川テニス連盟

横尾　健介・原　爽叶 ファーストTA・ファーストＴＡ

１位 赤野　颯姫 糸魚川テニス連盟

２位 前川　里都 ファーストTA

■Ｕ１６女子シングルス（２）

■Ｕ１６女子ダブルス（０）　試合なし

■Ｕ１８男子シングルス（１６）

■Ｕ１８男子ダブルス（８）

■Ｕ１８女子シングルス（１０）

■Ｕ１８女子ダブルス（６）

■Ｕ１６男子シングルス（４）

■Ｕ１６男子ダブルス（１）　試合なし



18歳以下男子シングルス
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9 内藤　大智 高田

13 小堺　友介 高田北城

3 浜中　湧佑斗 新井

5 星野　遥輝 高田

7 河野　空 新井

12 井澤　愛希 高田北城

15 齋藤　拓海 松代

② 16 太田　恒希 ファーストTA

13 小堺　友介 高田北城

14 吉越　虎之助 上越総合技術

11 吉野　悠斗 高田

④ 12 井澤　愛希 高田北城

9 内藤　大智 高田

10 桑原　義季 松代

7 河野　空 新井

8 小山　和輝 上越

③ 5 星野　遥輝 高田

6 鈴木　優人 松代

3 浜中　湧佑斗 新井

4 和田　大地 松代

① 1 福永　怜也 直江津中等

2 岡本　竜也 上越



18歳以下男子ダブルス

太田　恒希 ファーストTA

福永　怜也 直江津中等 太田・福永

和田　大地 松代 60

桑原　義季 松代 太田・福永

中村　冬馬 柏崎工業 62

岸　春希 柏崎工業 中村・岸

岡本　竜也 上越 60

小山　和輝 上越 太田・福永

内藤　大智 高田 62

吉野　悠斗 高田 星野・小栗

星野　尚希 柏崎工業 61

小栗　隼斗 柏崎工業 星野・浜中

鈴木　優人 松代 63

齋藤　拓海 松代 星野・浜中

星野　遥輝 高田 60

浜中　湧佑斗 新井

三位決定戦

中村　冬馬 柏崎工業

岸　春希 柏崎工業 星野・小栗

星野　尚希 柏崎工業 75

小栗　隼斗 柏崎工業

コンソレ

和田　大地 松代

桑原　義季 松代 岡本・小山

岡本　竜也 上越 60

小山　和輝 上越 岡本・小山

内藤　大智 高田 62

吉野　悠斗 高田 鈴木・齋藤

鈴木　優人 松代 64

齋藤　拓海 松代
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18歳以下女子シングルス
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12 北條　るいな 上越

4 五位野　彩音 柏崎

9 松田　美月 高田

2 松永　日和 高田

1 片桐　美遥 柏崎

11 五十嵐　香乃 直江津中等

11 五十嵐　香乃 直江津中等

② 12 北條　るいな 上越

9 松田　美月 高田

10 高浪　月乃 高田

④ 7 横田　萌 高田

8 　BYE

5 　BYE

③ 6 江口　夏帆 直江津中等

3 山本　陽菜 高田

4 五位野　彩音 柏崎

① 1 片桐　美遥 柏崎

2 松永　日和 高田



18歳以下女子ダブルス

横田　萌 高田

松田　美月 高田 横田・松田

五位野　彩音 柏崎 75

片桐　美遥 柏崎 横田・松田

高浪　月乃 高田 63

山本　陽菜 高田 江口・木原

江口　夏帆 直江津中等 62

木原　万智 直江津中等 横田・松田

太田　奈津子 直江津中等 61

五十嵐　香乃 直江津中等 松永・佐藤

松永　日和 高田 64

佐藤　ほのか 高田 室井・内川

牛木　ひかる 直江津中等 63

馬場　里桜 直江津中等 室井・内川

室井　英奈 柏崎 63

内川　綾菜 柏崎

三位決定戦

江口　夏帆 直江津中等

木原　万智 直江津中等 松永・佐藤

松永　日和 高田 64

佐藤　ほのか 高田

コンソレ

五位野　彩音 柏崎

片桐　美遥 柏崎 五位野・片桐

太田　奈津子 直江津中等 63

五十嵐　香乃 直江津中等 五位野・片桐

高浪　月乃 高田 63

山本　陽菜 高田 牛木・馬場

牛木　ひかる 直江津中等 62

馬場　里桜 直江津中等
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16歳以下男子シングルス
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① 1 原　爽叶 ファーストTA

2 田中　暖人 高田

3 安田　亮太 糸魚川テニス連盟

② 4 澁谷　拓希 上越グリーン



16歳以下女子シングルス
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1 前川　里都 ファーストTA

2 赤野　颯姫 糸魚川テニス連盟


