
[ジュニア_JOC選抜] 2021 JOC選抜室内新潟県予選
BS 18-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

Rank 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 1 東京学館新潟高等学校（新潟市） 半沢 隼 [1]  

   半沢 隼 [1]
2 25 東京学館新潟高等学校（新潟市） 齋藤 葵平 #1: 6-0  

    半沢 隼 [1]
3 7 東京学館新潟高等学校（新潟市） 山田 旺典 [6]  #9: 6-1

   山田 旺典 [6]  
4 19 YeLL 伊藤 唯 #2: 6-4  

    半沢 隼 [1]
5 5 東京学館新潟高等学校（新潟市） 水澤 康生 [4]  #15: 6-2

   水澤 康生 [4]  
6 21 BROS TC 澁谷 拓希 #3: 6-2  

    水澤 康生 [4]
7 9 JSSジャンボITS 横堀 陽太郎 [7]  #10: 6-3

   横堀 陽太郎 [7]  
8 20 東京学館新潟高等学校（新潟市） 渡邊 晴木 #4: 6-3  

    半沢 隼 [1]
9 17 東京学館新潟高等学校（新潟市） 鈴木 陽太  #20: 6-4

   山崎 嘉太郎 [8]  
10 11 さくらテニスガーデン 山崎 嘉太郎 [8] #5: 7-6(4)  

    斎藤 翔太 [3]
11 21 新潟明訓高等学校（新潟市） 信田 航  #11: 6-4

   斎藤 翔太 [3]  
12 4 東京学館新潟高等学校（新潟市） 斎藤 翔太 [3] #6: 6-4  

    堀 宏成 [2]
13 12 村上中等教育学校（村上市） 加藤 駿一  #16: 6-3

   井林 奏斗 [5]  
14 6 東京学館新潟高等学校（新潟市） 井林 奏斗 [5] #7: 6-2  

    堀 宏成 [2]
15 13 三条ファミリーTC 馬場 貴大  #12: 7-6(2)

   堀 宏成 [2]  
16 2 東京学館新潟高等学校（新潟市） 堀 宏成 [2] #8: 7-6(4)

    
  順位 3-4 水澤 康生 [4]  
   水澤 康生 [4]
  斎藤 翔太 [3] #19: 6-4
    
  順位 5-8 山田 旺典 [6]  
   横堀 陽太郎 [7]
  横堀 陽太郎 [7] #13: 7-5  
    横堀 陽太郎 [7]
  山崎 嘉太郎 [8]  #18: 6-0
   山崎 嘉太郎 [8]  
  井林 奏斗 [5] #14: 6-2
   
  順位 7-8 山田 旺典 [6]  
   井林 奏斗 [5]
  井林 奏斗 [5] #17: 6-3
   
  



[ジュニア_JOC選抜] 2021 JOC選抜室内新潟県予選
GS 18-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

Rank 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 2 高田高等学校（上越市） 横田 和 [1]  

   横田 和 [1]
2 11 長岡高等学校（長岡市） 大関 優和 #1: 6-4  

    横田 和 [1]
3 9 ファーストTA 木村 天音 [8]  #9: 6-3

   半沢 優羽  
4 14 新潟第一高等学校（新潟市） 半沢 優羽 #2: 7-6(3)  

    佐々木 理子 [3]
5 4 YeLL 佐々木 理子 [3]  #15: 6-2

   佐々木 理子 [3]  
6 15 新潟第一高等学校（新潟市） 白川 華 #3: 6-3  

    佐々木 理子 [3]
7 7 新潟第一高等学校（新潟市） 小柴 美波 [6]  #10: 6-2

   渡邉 希颯  
8 16 三条ファミリーTC 渡邉 希颯 #4: 6-3  

    佐々木 理子 [3]
9 12 ファーストTA 前川 里都  #20: 6-3

   前川 里都  
10 6 新潟第一高等学校（新潟市） 寺島 陽菜 [5] #5: 6-4  

    勝見 尚加 [4]
11 18 ファーストTA 三牧 蒼羽  #11: 6-2

   勝見 尚加 [4]  
12 5 新潟第一高等学校（新潟市） 勝見 尚加 [4] #6: 6-1  

    畠 さゆり [7]
13 13 新潟第一高等学校（新潟市） 小林 心優  #16: 6-3

   畠 さゆり [7]  
14 8 T&S新発田ITS 畠 さゆり [7] #7: 6-4  

    畠 さゆり [7]
15 10 T&S新発田ITS 富樫 七海  #12: 7-5

   富樫 七海  
16 3 新潟第一高等学校（新潟市） 畑川 ひかり [2] #8: 6-2

    
  順位 3-4 横田 和 [1]  
   横田 和 [1]
  勝見 尚加 [4] #19: 6-3
    
  順位 5-8 半沢 優羽  
   渡邉 希颯
  渡邉 希颯 #13: 6-1  
    渡邉 希颯
  前川 里都  #18: 7-5
   富樫 七海  
  富樫 七海 #14: 6-0
   
  順位 7-8 半沢 優羽  
   半沢 優羽
  前川 里都 #17: 6-1
   
  


