
2019北信越中学生テニス選手権大会
男子シングルス

日付

24 - 27 5 2019
郡市区町村

長岡市, JPN
Website

印刷済: 2019/05/24 19:46:42
所属団体 St. Round 1

1 塩尻市立丘中学校 長野 中島　 暁 [1]

2 上越市立柿崎中学校 新潟 水澤　 康生

3 射水市立小杉中学校 富山 張田　 陽生

4 鯖江市立中央中学校 福井 天谷　 俊介

5 白山市立北辰中学校 石川 源　 聖悟

6 長野市立川中島中学校 長野 松岡　 歩夢

7 金沢市立緑中学校 石川 吉田　 圭佑

8 敦賀市立松陵中学校 福井 渡辺　 謙志郎 [6]

9 射水市立大門中学校 富山 堀　　 宏成 [3]

10 長野市立三陽中学校 長野 岩下　 健人

11 伊那市立春富中学校 長野 篭田　 稜久

12 越前市立武生第二中学校福井 森脇　 央介

13 氷見市立北部中学校 富山 南　　 歩志

14 新潟市立上山中学校 新潟 山田　 旺典

15 勝山市立勝山南部中学校福井 長谷川 晴人

16 石川県立錦丘中学校 石川 村上　 稜真 [8]

17 県立村上中等教育学校 新潟 加藤　 駿一 [5]

18 長岡市立長岡東中学校 新潟 山崎　 嘉太郎

19 富山大学附属中学校 富山 岩崎　 温生

20 上越市立吉川中学校 新潟 原　 爽叶

21 津幡町立津幡南中学校 石川 渡辺　 翔太

22 岡谷市立東部中学校 長野 山田　 凱斗

23 坂井市立丸岡南中学校 福井 北川　 倖輔

24 石川県立錦丘中学校 石川 高崎　 昊大 [4]

25 新大附属新潟中学校 新潟 信田　 航 [7]

26 飯島町立飯島中学校 長野 山田　 麗生

27 富山市立奥田中学校 富山 竹内　 陽斗

28 射水市立射北中学校 富山 小野　 陽杜

29 越前市立武生第一中学校福井 高島　 涼太郎

30 津幡町立津幡中学校 石川 小寺　 稀介

31 高岡市立戸出中学校 富山 井林　 奏斗

32 富山市立藤ノ木中学校 富山 青木　 陽哉 [2]

Round 2

中島　 暁 [1]
 #1: 6-0 6-0 

張田　 陽生
 #2: 6-1 6-2 

松岡　 歩夢
 #3: 6-0 6-3 

渡辺　 謙志郎 [6]
 #4: 6-0 6-0 

堀　　 宏成 [3]
 #5: 6-3 6-4 

森脇　 央介
 #6: 4-6 7-6(2) 6-4 

山田　 旺典
 #7: 7-5 6-2 

村上　 稜真 [8]
 #8: 6-4 6-2 

加藤　 駿一 [5]
 #9: 6-4 6-1 

岩崎　 温生
 #10: 3-6 6-3 6-3 

渡辺　 翔太
 #11: 6-4 6-2 

高崎　 昊大 [4]
 #12: 6-3 1-6 6-2 

信田　 航 [7]
 #13: 3-6 6-1 6-0 

小野　 陽杜
 #14: 6-4 4-6 6-3 

高島　 涼太郎
 #15: 7-6(3) 7-5 

井林　 奏斗
 #16: 6-4 6-3 

Quarterfinals

中島　 暁 [1]
 #17: 6-2 6-0 

渡辺　 謙志郎 [6]
 #18: 6-0 6-2 

堀　　 宏成 [3]
 #19: 6-4 5-7 6-0 

村上　 稜真 [8]
 #20: 6-3 6-1 

岩崎　 温生
 #21: 6-0 6-2 

高崎　 昊大 [4]
 #22: 1-6 6-1 7-5 

信田　 航 [7]
 #23: 6-3 6-2 

井林　 奏斗
 #24: 4-6 6-0 6-2 

Semifinals

 #25: 土 2019/05/25, #1, コート05

 #26: 土 2019/05/25, #1, コート08

 #27: 土 2019/05/25, #1, コート07

 #28: 土 2019/05/25, #1, コート06

順位 3-4

Final

 #31: 

 #32: 

 #35: 

 #36: 



2019北信越中学生テニス選手権大会
男子シングルス - 順位 5-8
日付

24 - 27 5 2019
郡市区町村

長岡市, JPN
Website

印刷済: 2019/05/24 19:46:42
Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

順位 5-8

Final

 #29: 

 #30: 

順位 7-8

勝者

 #34: 

 #33: 



2019北信越中学生テニス選手権大会
女子シングルス

日付

24 - 27 5 2019
郡市区町村

長岡市, JPN
Website

印刷済: 2019/05/24 19:46:42
所属団体 St. Round 1

1 南砺市立福光中学校 富山 砂田　 未樹 [1]

2 千曲市立更埴西中学校 長野 西村　 美璃

3 高岡市立高陵中学校 富山 安養　 侑歩

4 福井市立森田中学校 福井 林　　 唯月

5 能美市立寺井中学校 石川 北山　 結

6 新潟市立上山中学校 新潟 佐々木 理子

7 駒ヶ根市立赤穂中学校 長野 吉澤　 心咲

8 新発田市立猿橋中学校 新潟 畠　　 さゆり [6]

9 長岡市立東北中学校 新潟 鈴木　 まこ [4]

10 上越市立城北中学校 新潟 横田　 和

11 辰野町立辰野中学校 長野 飯沼　 有美

12 富山市立西部中学校 富山 加藤　 彩羽

13 福井市立清水中学校 福井 畠中　 萌花

14 野々市市立野々市中学校石川 吉野　 真央

15 長岡市立大島中学校 新潟 半沢　 優羽

16 鯖江市立中央中学校 福井 清水　 瑠愛 [8]

17 鯖江市立鯖江中学校 福井 揚原　 桃花 [7]

18 千曲市立屋代中学校 長野 宮澤　 佑月

19 金沢市立港中学校 石川 山森　 姿月

20 坂井市立春江中学校 福井 高間　 胡羽

21 上越市立柿崎中学校 新潟 中村　 由良

22 小松市立芦城中学校 石川 田中　 愛純

23 金沢市立高岡中学校 石川 井関　 麻央

24 氷見市立南部中学校 富山 瀬戸　 祐希奈 [3]

25 南砺市立福光中学校 富山 尾山　 倭子 [5]

26 上田市立第四中学校 長野 金子　 妃美香

27 上田市立第三中学校 長野 峯村　 茉菜

28 金沢市立鳴和中学校 石川 佐藤　 莉乃　

29 長岡市立東北中学校 新潟 小柴　 美波

30 小矢部市立大谷中学校 富山 吉江　 優楽

31 津幡町立津幡南中学校 石川 前田　 星佳

32 鯖江市立鯖江中学校 福井 白﨑　 望愛 [2]

Round 2

砂田　 未樹 [1]
 #1: 6-1 6-0 

安養　 侑歩
 #2: 6-3 3-6 7-6(5) 

北山　 結
 #3: 6-1 6-2 

畠　　 さゆり [6]
 #4: 6-2 6-1 

横田　 和
 #5: 3-6 6-2 6-3 

飯沼　 有美
 #6: 4-6 6-4 6-1 

畠中　 萌花
 #7: 6-4 6-3 

清水　 瑠愛 [8]
 #8: 6-0 6-4 

宮澤　 佑月
 #9: 6-3 2-6 6-1 

高間　 胡羽
 #10: 6-2 6-2 

中村　 由良
 #11: 6-0 6-4 

瀬戸　 祐希奈 [3]
 #12: 6-1 6-0 

金子　 妃美香
 #13: 7-5 6-2 

佐藤　 莉乃　
 #14: 6-7(3) 7-5 7-6(5) 

小柴　 美波
 #15: 6-3 6-2 

白﨑　 望愛 [2]
 #16: 6-1 4-6 6-4 

Quarterfinals

砂田　 未樹 [1]
 #17: 6-2 6-1 

畠　　 さゆり [6]
 #18: 7-5 6-1 

横田　 和
 #19: 6-2 6-2 

清水　 瑠愛 [8]
 #20: 7-5 6-0 

高間　 胡羽
 #21: 7-5 6-0 

瀬戸　 祐希奈 [3]
 #22: 6-0 6-0 

金子　 妃美香
 #23: 6-4 6-2 

白﨑　 望愛 [2]
 #24: 6-0 7-5 

Semifinals

 #25: 土 2019/05/25, #1, コート09

 #26: 土 2019/05/25, #1, コート11

 #27: 土 2019/05/25, #1, コート12

 #28: 土 2019/05/25, #1, コート10

順位 3-4

Final

 #31: 

 #32: 

 #35: 

 #36: 



2019北信越中学生テニス選手権大会
女子シングルス - 順位 5-8
日付

24 - 27 5 2019
郡市区町村

長岡市, JPN
Website

印刷済: 2019/05/24 19:46:42
Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

順位 5-8

Final

 #29: 

 #30: 

順位 7-8

勝者

 #34: 

 #33: 



2019北信越中学生テニス選手権大会
男子ダブルス

日付

24 - 27 5 2019
郡市区町村

長岡市, JPN
Website

印刷済: 2019/05/24 19:46:42
所属団体 St. Round 1

1 勝山市立勝山南部中学校
勝山市立勝山南部中学校

福井
福井 鈴木　 光生 [1]

長谷川 晴人

2 伊那市立春富中学校
伊那市立春富中学校

長野
長野 小田原 恵吾

篭田　 稜久

3 新潟市立上山中学校
新潟市立上山中学校

新潟
新潟 山田　 旺典

鈴木　 凱翔

4 岡谷市立岡谷東部中学校
岡谷市立東部中学校

長野
長野 山田　 凱斗

山田　 航大

5 越前市立武生第二中学校
越前市立武生第二中学校

福井
福井 奥出　 悠貴 [3]

森脇　 央介

6 新大附属新潟中学校
新大附属新潟中学校

新潟
新潟 信田　 航

有本　 築

7 舟橋村立舟橋中学校
舟橋村立舟橋中学校

富山
富山 塩原　 利文

秋元　 大輝

8 新発田市立本丸中学校
新発田市立本丸中学校

新潟
新潟 犬井　 輝

髙橋　 沙羅

9 鯖江市立中央中学校
鯖江市立中央中学校

福井
福井 前田　 優

天谷　 俊介

10 箕輪町立箕輪中学校
箕輪町立箕輪中学校

長野
長野 中村　 晃世

浦上　 翔太

11 射水市立小杉中学校
射水市立小杉中学校

富山
富山 八木　 碧生

張田　 陽生

12 石川県立錦丘中学校
石川県立錦丘中学校

石川
石川 村上　 稜真 [4]

高崎　 昊大

13 津幡町立津幡南中学校
津幡町立津幡南中学校

石川
石川 渡辺　 翔太

野々山 仁

14 高岡市立志貴野中学校
高岡市立志貴野中学校

富山
富山 山田　 理貴

織田　 能毅

15 津幡町立津幡中学校
津幡町立津幡中学校

石川
石川 小寺　 稀介

清水端 一優

16 射水市立大門中学校
射水市立大門中学校

富山
富山 堀　 宏成 [2]

奧村　 風夢

Quarterfinals

 #1: 土 2019/05/25, #1, コート01

 #2: 土 2019/05/25, #1, コート02

 #3: 土 2019/05/25, #2, コート06

 #4: 土 2019/05/25, #1, コート04

 #5: 土 2019/05/25, #1, コート03

 #6: 土 2019/05/25, #2, コート08

 #7: 土 2019/05/25, #2, コート07

 #8: 土 2019/05/25, #2, コート05

Semifinals

 #9: 

 #10: 

 #11: 

 #12: 

Final

 #13: 

 #14: 

順位 3-4

勝者

 #16: 

 #15: 



2019北信越中学生テニス選手権大会
女子ダブルス

日付

24 - 27 5 2019
郡市区町村

長岡市, JPN
Website

印刷済: 2019/05/24 19:46:42
所属団体 St. Round 1

1 鯖江市立鯖江中学校
鯖江市立鯖江中学校

福井
福井 揚原　 桃花 [1]

白﨑　 望愛

2 高岡市立戸出中学校
高岡市立戸出中学校

富山
富山 深浦　 李心

金田　 侑奈

3 伊那市立伊那東部中学校
伊那市立伊那東部中学校

長野
長野 内木　 真奈美

田畑　 佳代

4 坂井市立春江中学校
坂井市立春江中学校

福井
福井 久末　 美璃

高間　 胡羽

5 金沢市立高岡中学校
金沢市立高岡中学校

石川
石川 井関　 麻央 [3]

前田　 柚葉

6 越前市立武生第六中学校
越前市立武生第六中学校

福井
福井 出口　 夢來

出口　 望叶

7 新潟市立上山中学校
新潟市立上山中学校

新潟
新潟 佐々木 理子

清原　 史乃

8 駒ヶ根市立赤穂中学校
駒ヶ根市立赤穂中学校

長野
長野 中島　 由希

吉澤　 心咲

9 新潟市立上山中学校
新潟市立上山中学校

新潟
新潟 勝見　 尚加

市橋　 奈々佳

10 上越市立柿崎中学校
上越市立柿崎中学校

新潟
新潟 中村　 由良

木村　 天音

11 志賀町立志賀中学校
志賀町立志賀中学校

石川
石川 矢田　 絢音

西村　 莉依

12 長岡市立東北中学校
長岡市立東北中学校

新潟
新潟 小柴　 美波 [4]

鈴木　 まこ

13 上田市立第四中学校
上田市立第四中学校

長野
長野 斉藤　 夏音

金子　 妃美香

14 富山市立呉羽中学校
富山市立呉羽中学校

富山
富山 山崎　 みゆき

岡本　 ひなの

15 金沢市立高岡中学校
金沢市立高岡中学校

石川
石川 太田　 光虹

能坂　 あい

16 南砺市立福光中学校
南砺市立福光中学校

富山
富山 尾山　 倭子 [2]

砂田　 未樹

Quarterfinals

 #1: 土 2019/05/25, #2, コート11

 #2: 土 2019/05/25, #2, コート12

 #3: 土 2019/05/25, #1, コート16

 #4: 土 2019/05/25, #1, コート15

 #5: 土 2019/05/25, #1, コート13

 #6: 土 2019/05/25, #1, コート14

 #7: 土 2019/05/25, #2, コート10

 #8: 土 2019/05/25, #2, コート09

Semifinals

 #9: 

 #10: 

 #11: 

 #12: 

Final

 #13: 

 #14: 

順位 3-4

勝者

 #16: 

 #15: 



●5月25日(土）大会2日目　

○公式練習コート割

コート 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8:00～8:30

8:30～9:00

・ダブルス受付　９：00　まで

・シングルスミーティング　8：40　　　試合開始　9：00

・ダブルスミーティング　　9：10　　　試合開始　9：30

　　　　　2019年度北信越中学生テニス選手権大会
＜　公　式　練　習　・　スケジュール　＞

シングルス選手優先練習コート

ダブルス選手優先練習コート



2019北信越中学生テニス選手権大会
オーダーオブプレイ 土曜日 25 5 2019 Page 1 of 4
日付

24 - 27 5 2019
郡市区町村

長岡市, JPN
Website

北信越中学生テニス選手権

コート01
Starting at 9:30
男子ダブルス  R16 #1 
鈴木　 光生 (JPN) /
長谷川 晴人 (JPN) [1]

vs.
小田原 恵吾 (JPN) /
篭田　 稜久 (JPN)

コート02
Starting at 9:30
男子ダブルス  R16 #2 
山田　 旺典 (JPN) /
鈴木　 凱翔 (JPN)

vs.
山田　 凱斗 (JPN) /
山田　 航大 (JPN)

コート03
Starting at 9:30
男子ダブルス  R16 #5 
前田　 優 (JPN) /
天谷　 俊介 (JPN)

vs.
中村　 晃世 (JPN) /
浦上　 翔太 (JPN)

コート04
Starting at 9:30
男子ダブルス  R16 #4 
塩原　 利文 (JPN) /
秋元　 大輝 (JPN)

vs.
犬井　 輝 (JPN) /
髙橋　 沙羅 (JPN)

コート05
Starting at 9:00
男子シングルス  QF #25 

中島　 暁 (JPN) [1]
vs.

渡辺　 謙志郎 (JPN) [6]

コート06
Starting at 9:00
男子シングルス  QF #28 

信田　 航 (JPN) [7]
vs.

井林　 奏斗 (JPN)

コート07
Starting at 9:00
男子シングルス  QF #27 

岩崎　 温生 (JPN)
vs.

高崎　 昊大 (JPN) [4]

コート08
Starting at 9:00
男子シングルス  QF #26 

堀　　 宏成 (JPN) [3]
vs.

村上　 稜真 (JPN) [8]

1

Followed by
男子ダブルス  R16 #8 
小寺　 稀介 (JPN) /
清水端 一優 (JPN)

vs.
堀　 宏成 (JPN) [2] /
奧村　 風夢 (JPN)

Followed by
男子ダブルス  R16 #3 
奥出　 悠貴 (JPN) /
森脇　 央介 (JPN) [3]

vs.
信田　 航 (JPN) /
有本　 築 (JPN)

Followed by
男子ダブルス  R16 #7 
渡辺　 翔太 (JPN) /
野々山 仁 (JPN)

vs.
山田　 理貴 (JPN) /
織田　 能毅 (JPN)

Followed by
男子ダブルス  R16 #6 
八木　 碧生 (JPN) /
張田　 陽生 (JPN)

vs.
村上　 稜真 (JPN) [4] /
高崎　 昊大 (JPN)

2

3
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コート09
Starting at 9:00
女子シングルス  QF #25 

砂田　 未樹 (JPN) [1]
vs.

畠　　 さゆり (JPN) [6]

コート10
Starting at 9:00
女子シングルス  QF #28 

金子　 妃美香 (JPN)
vs.

白﨑　 望愛 (JPN) [2]

コート11
Starting at 9:00
女子シングルス  QF #26 

横田　 和 (JPN)
vs.

清水　 瑠愛 (JPN) [8]

コート12
Starting at 9:00
女子シングルス  QF #27 

高間　 胡羽 (JPN)
vs.

瀬戸　 祐希奈 (JPN) [3]

コート13
Starting at 9:30
女子ダブルス  R16 #5 
勝見　 尚加 (JPN) /
市橋　 奈々佳 (JPN)

vs.
中村　 由良 (JPN) /
木村　 天音 (JPN)

コート14
Starting at 9:30
女子ダブルス  R16 #6 
矢田　 絢音 (JPN) /
西村　 莉依 (JPN)

vs.
小柴　 美波 (JPN) [4] /
鈴木　 まこ (JPN)

コート15
Starting at 9:30
女子ダブルス  R16 #4 
佐々木 理子 (JPN) /
清原　 史乃 (JPN)

vs.
中島　 由希 (JPN) /
吉澤　 心咲 (JPN)

コート16
Starting at 9:30
女子ダブルス  R16 #3 
井関　 麻央 (JPN) /
前田　 柚葉 (JPN) [3]

vs.
出口　 夢來 (JPN) /
出口　 望叶 (JPN)

1

Followed by
女子ダブルス  R16 #8 
太田　 光虹 (JPN) /
能坂　 あい (JPN)

vs.
尾山　 倭子 (JPN) [2] /
砂田　 未樹 (JPN)

Followed by
女子ダブルス  R16 #7 
斉藤　 夏音 (JPN) /
金子　 妃美香 (JPN)

vs.
山崎　 みゆき (JPN) /
岡本　 ひなの (JPN)

Followed by
女子ダブルス  R16 #1 
揚原　 桃花 (JPN) /
白﨑　 望愛 (JPN) [1]

vs.
深浦　 李心 (JPN) /
金田　 侑奈 (JPN)

Followed by
女子ダブルス  R16 #2 
内木　 真奈美 (JPN) /
田畑　 佳代 (JPN)

vs.
久末　 美璃 (JPN) /
高間　 胡羽 (JPN)
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