
[ジュニア_県協会]2021秋季フューチャーズ
BS 11
日付

02 10 2021
郡市区町村

新潟市, JPN
Website

印刷済: 2021/10/04 15:59:32

Rank 所属団体 Round 1

1 92 ファミリーITS  高田 凌太朗 [1]

2  Bye 1

3 三条ファミリーTC  田野 恵碁

4 長岡北部Jr  保坂 俊祐

5 JSSジャンボITS  福崎 航大

6 T&S新発田ITS  手島 康介

7  Bye 7

8 111 さくらテニスガーデン  押見 秀虎 [5]

9 97 BROS TC  伊藤 僚之介 [3]

10  Bye 3

11 柿崎テニスクラブ  小松 暖和

12 長岡北部Jr  野田 雄士朗

13 マリンブルーTS  渡辺 拓海

14 長岡北部Jr  加藤 優弥

15 さくらテニスガーデン  槇 涼馬

16 125 ファーストTA  白砂 海翔 [8]

17 121 さくらテニスガーデン  砂押 育磨 [7]

18 三条ファミリーTC  田野 理月

19 125 ファーストTA  水谷 英太

20 長岡北部Jr  保坂 和貴

21 YeLL  谷川 颯大

22 柿崎テニスクラブ  相澤 勇志

23  Bye 4

24 100 JSSジャンボITS  高橋 碧生 [4]

25 117 T&S新発田ITS  円山 綾人 [6]

26 さくらテニスガーデン  田口 和紬

27 柿崎テニスクラブ  小松 想弥

28 JSSジャンボITS  猪股 奏太

29 さくらテニスガーデン  関谷 拓真

30 長岡北部Jr  田部谷 理玖

31  Bye 2

32 96 三条ファミリーTC  皆瀬 敏也 [2]

Round 2

 高田 凌太朗 [1]
 #1: 

 保坂 俊祐
 #2: 7-5 

 福崎 航大
 #3: 6-0 

 押見 秀虎 [5]
 #4: 

 伊藤 僚之介 [3]
 #5: 

 小松 暖和
 #6: 6-1 

 加藤 優弥
 #7: 6-2 

 白砂 海翔 [8]
 #8: 7-5 

 砂押 育磨 [7]
 #9: 7-5 

 水谷 英太
 #10: 6-0 

 相澤 勇志
 #11: 6-2 

 高橋 碧生 [4]
 #12: 

 円山 綾人 [6]
 #13: 6-2 

 小松 想弥
 #14: 6-3 

 田部谷 理玖
 #15: 6-1 

 皆瀬 敏也 [2]
 #16: 

Quarterfinals

 高田 凌太朗 [1]
 #17: 6-2 

 押見 秀虎 [5]
 #18: 6-0 

 伊藤 僚之介 [3]
 #19: 6-2 

 加藤 優弥
 #20: 6-4 

 砂押 育磨 [7]
 #21: 6-1 

 高橋 碧生 [4]
 #22: 6-0 

 円山 綾人 [6]
 #23: 6-3 

 皆瀬 敏也 [2]
 #24: 6-2 

Semifinals

 押見 秀虎 [5]
 #25: 6-3 

 伊藤 僚之介 [3]
 #26: 6-2 

 高橋 碧生 [4]
 #27: 6-2 

 皆瀬 敏也 [2]
 #28: 6-1 

 押見 秀虎 [5]順位 3-4

 皆瀬 敏也 [2]

Final

 伊藤 僚之介 [3]
 #31: 6-1 

 高橋 碧生 [4]
 #32: 6-1 

 押見 秀虎 [5]
 #35: 6-3 

 伊藤 僚之介 [3]
 #36: 6-0 

# シード選手

1 高田 凌太朗
2 皆瀬 敏也
3 伊藤 僚之介
4 高橋 碧生
5 押見 秀虎
6 円山 綾人
7 砂押 育磨
8 白砂 海翔

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 



[ジュニア_県協会]2021秋季フューチャーズ
BS 11 - 順位 5-8
日付

02 10 2021
郡市区町村

新潟市, JPN
Website

印刷済: 2021/10/04 15:59:32

Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

 高田 凌太朗 [1]順位 5-8

 加藤 優弥

 砂押 育磨 [7]

 円山 綾人 [6]

Final

 高田 凌太朗 [1]
 #29: 6-0 

 円山 綾人 [6]
 #30: 6-3 

 加藤 優弥順位 7-8

 砂押 育磨 [7]

勝者

 高田 凌太朗 [1]
 #34: 6-0 

 砂押 育磨 [7]
 #33: 7-6(2) 

# シード選手

1 高田 凌太朗
2 皆瀬 敏也
3 伊藤 僚之介
4 高橋 碧生
5 押見 秀虎
6 円山 綾人
7 砂押 育磨
8 白砂 海翔

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 



[ジュニア_県協会]2021秋季フューチャーズ
GS 11
日付

02 10 2021
郡市区町村

新潟市, JPN
Website

印刷済: 2021/10/04 15:59:32

Rank 所属団体 Round 1

1 69 ファミリーITS  小木 麻央 [1]

2 さくらテニスガーデン  高橋 花奈

3 89 長岡北部Jr  金井 寿々野

4 三条ファミリーTC  田野 結惟

5 JSSジャンボITS  田邉 愛莉

6 YeLL  岩岬 杏奈

7 柿崎テニスクラブ  丸山 未夢

8 84 長岡北部Jr  土田 琴羽 [8]

9 72 JSSジャンボITS  丹下 彩佳 [3]

10 T&S新発田ITS  加藤 綾華

11 ファーストTA  武藤 杏奈

12 ヨネックステニスクラブ  菊池 柚凪

13 BROS TC  青木 陽菜乃

14 長岡北部Jr  大関 咲良

15 JSSジャンボITS  森山 莉々

16 81 柿崎テニスクラブ  小山 瑞月 [7]

17 78 見附市TA  尾花 愛夏 [5]

18 三条ファミリーTC  土屋 叶

19 T&S新発田ITS  原田 美和

20 JSSジャンボITS  外川 緋乃

21 柿崎テニスクラブ  大滝 莉穂

22 長岡北部Jr  石田 絢香

23 90 ファミリーITS  阿部 くるみ

24 74 JSSジャンボITS  永楽 珠莉 [4]

25 80 長岡北部Jr  米持 瑛菜 [6]

26 柏崎JTS  長谷川 花

27 三条ファミリーTC  高波 美帆

28 JSSジャンボITS  藤 彩乃

29 ファーストTA  古川 結貴

30 ファミリーITS  小原 里桜

31 JSSジャンボITS  大平 絢音

32 70 長岡蒼柴SC  山口 千果 [2]

Round 2

 小木 麻央 [1]
 #1: 6-1 

 金井 寿々野
 #2: 6-1 

 田邉 愛莉
 #3: 6-1 

 土田 琴羽 [8]
 #4: 6-0 

 丹下 彩佳 [3]
 #5: 6-2 

 菊池 柚凪
 #6: 6-2 

 青木 陽菜乃
 #7: 6-2 

 小山 瑞月 [7]
 #8: 6-3 

 尾花 愛夏 [5]
 #9: 6-1 

 外川 緋乃
 #10: 6-0 

 石田 絢香
 #11: 6-2 

 永楽 珠莉 [4]
 #12: 6-1 

 米持 瑛菜 [6]
 #13: 7-5 

 藤 彩乃
 #14: 6-1 

 小原 里桜
 #15: 6-1 

 山口 千果 [2]
 #16: 6-0 

Quarterfinals

 小木 麻央 [1]
 #17: 6-1 

 土田 琴羽 [8]
 #18: 6-4 

 丹下 彩佳 [3]
 #19: 6-1 

 小山 瑞月 [7]
 #20: 6-3 

 尾花 愛夏 [5]
 #21: 6-0 

 永楽 珠莉 [4]
 #22: 6-1 

 米持 瑛菜 [6]
 #23: 6-0 

 山口 千果 [2]
 #24: 6-1 

Semifinals

 小木 麻央 [1]
 #25: 6-3 

 丹下 彩佳 [3]
 #26: 6-0 

 尾花 愛夏 [5]
 #27: 6-4 

 山口 千果 [2]
 #28: 6-4 

 丹下 彩佳 [3]順位 3-4

 尾花 愛夏 [5]

Final

 小木 麻央 [1]
 #31: 6-4 

 山口 千果 [2]
 #32: 6-1 

 丹下 彩佳 [3]
 #35: 6-1 

 小木 麻央 [1]
 #36: 6-3 

# シード選手

1 小木 麻央
2 山口 千果
3 丹下 彩佳
4 永楽 珠莉
5 尾花 愛夏
6 米持 瑛菜
7 小山 瑞月
8 土田 琴羽

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 



[ジュニア_県協会]2021秋季フューチャーズ
GS 11 - 順位 5-8
日付

02 10 2021
郡市区町村

新潟市, JPN
Website

印刷済: 2021/10/04 15:59:32

Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

 土田 琴羽 [8]順位 5-8

 小山 瑞月 [7]

 永楽 珠莉 [4]

 米持 瑛菜 [6]

Final

 土田 琴羽 [8]
 #29: 6-2 

 米持 瑛菜 [6]
 #30: 6-1 

 小山 瑞月 [7]順位 7-8

 永楽 珠莉 [4]

勝者

 土田 琴羽 [8]
 #34: 7-6(3) 

 永楽 珠莉 [4]
 #33: 6-4 

# シード選手

1 小木 麻央
2 山口 千果
3 丹下 彩佳
4 永楽 珠莉
5 尾花 愛夏
6 米持 瑛菜
7 小山 瑞月
8 土田 琴羽

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 


