
[ジュニア_RSK] 2022 RSKジュニア新潟県予選
BS 13
日付

25 6 2022
郡市区町村

南魚沼市, JPN
Website

印刷済: 2022/06/25 20:21:48

Rank 所属団体 Round 1

1 57 ファミリーITS  田中 悠翔 [1]
2  Bye
3 さくらテニスガーデン  中野 仁
4 110 YeLL  谷川 颯大
5 見附市TA  星野 稜太
6 柿崎テニスクラブ  加藤 慶志郎
7  Bye
8 94 T&S新発田ITS  円山 綾人 [15]
9 86 三条ファミリーTC  皆瀬 敏也 [10]

10  Bye
11 長岡北部Jr  保坂 亮仁
12 BROS TC  小竹 尚正
13 118 寺泊FTC  細谷 静希
14 108 ファーストTA  白砂 海翔
15  Bye
16 82 マリンブルーTS  山賀 順敬 [8]
17 71 BROS TC  小竹 尚勝 [3]
18  Bye
19 長岡蒼柴SC  魚住 快
20 107 柿崎テニスクラブ  小松 暖和
21 112 JSSジャンボITS  猪股 奏太
22 118 さくらテニスガーデン  槇 涼馬
23  Bye
24 93 ファミリーITS  菅原 空 [14]
25 91 寺泊FTC  浅田 祐暉 [12]
26  Bye
27 105 長岡北部Jr  加藤 優弥
28  Bye
29 さくらテニスガーデン  田口 和紬
30 ファミリーITS  田畑 龍成
31  Bye
32 74 T&S新発田ITS  原田 雄太 [5]
33 78 BROS TC  伊藤 僚之介 [6]
34  Bye
35 96 ファミリーITS  米山 未来登
36 124 寺泊FTC  渡部 颯介
37 113 さくらテニスガーデン  皆川 晏士
38 116 柿崎テニスクラブ  大滝 清仁
39  Bye
40 89 JSSジャンボITS  髙橋 碧生 [11]
41 92 T&S新発田ITS  犬井 咲 [13]
42  Bye
43 124 長岡北部Jr  酒井 悠陽
44 見附市TA  知野 煌大
45  Bye
46 124 さくらテニスガーデン  三好 慶
47  Bye
48 72 マリンブルーTS  岩崎 優樹 [4]
49 80 T&S新発田ITS  田邉 壮司 [7]
50  Bye
51 長岡蒼柴SC  岸 大河
52 柿崎テニスクラブ  相澤 勇志
53 118 マリンブルーTS  中原 冬真
54 長岡北部Jr  川崎 胡泊
55  Bye
56 85 ファミリーITS  高田 凌太朗 [9]
57 95 さくらテニスガーデン  押見 秀虎 [16]
58  Bye
59 124 柏崎JTS  佐藤 弘武
60 106 ファミリーITS  阿部 耕大
61 108 ファーストTA  水谷 英太
62 三条ファミリーTC  田野 恵碁
63  Bye
64 70 BROS TC  堀川 朝陽 [2]

Round 2

 田中 悠翔 [1]
 #1: 
 中野 仁
 #2: 6-3 
 星野 稜太
 #3: 6-3 
 円山 綾人 [15]
 #4: 
 皆瀬 敏也 [10]
 #5: 
 保坂 亮仁
 #6: 6-0 
 細谷 静希
 #7: 6-2 
 山賀 順敬 [8]
 #8: 
 小竹 尚勝 [3]
 #9: 
 小松 暖和
 #10: 6-3 
 槇 涼馬
 #11: 6-4 
 菅原 空 [14]
 #12: 
 浅田 祐暉 [12]
 #13: 
 加藤 優弥
 #14: 
 田畑 龍成
 #15: 5-0 Ret.
 原田 雄太 [5]
 #16: 
 伊藤 僚之介 [6]
 #17: 
 米山 未来登
 #18: 6-2 
 皆川 晏士
 #19: 6-0 
 髙橋 碧生 [11]
 #20: 
 犬井 咲 [13]
 #21: 
 酒井 悠陽
 #22: 6-1 
 三好 慶
 #23: 
 岩崎 優樹 [4]
 #24: 
 田邉 壮司 [7]
 #25: 
 岸 大河
 #26: 6-2 
 中原 冬真
 #27: 6-0 
 高田 凌太朗 [9]
 #28: 
 押見 秀虎 [16]
 #29: 
 阿部 耕大
 #30: 6-2 
 水谷 英太
 #31: 6-1 
 堀川 朝陽 [2]
 #32: 

Round 3

 田中 悠翔 [1]
 #33: 6-0 

 円山 綾人 [15]
 #34: 6-1 

 保坂 亮仁
 #35: 6-3 

 山賀 順敬 [8]
 #36: 6-2 

 小竹 尚勝 [3]
 #37: 6-1 

 菅原 空 [14]
 #38: 6-1 

 浅田 祐暉 [12]
 #39: 6-2 

 原田 雄太 [5]
 #40: 6-3 

 米山 未来登
 #41: 6-0 

 皆川 晏士
 #42: 6-3 

 酒井 悠陽
 #43: 6-0 

 岩崎 優樹 [4]
 #44: 7-6(5) 

 田邉 壮司 [7]
 #45: 6-0 

 中原 冬真
 #46: 6-3 

 阿部 耕大
 #47: 6-1 

 堀川 朝陽 [2]
 #48: 6-0 

Quarterfinals

 田中 悠翔 [1]
 #49: 6-0 

 山賀 順敬 [8]
 #50: 6-2 

 小竹 尚勝 [3]
 #51: 6-0 

 原田 雄太 [5]
 #52: 6-0 

 米山 未来登
 #53: 6-4 

 酒井 悠陽
 #54: 7-6(4) 

 田邉 壮司 [7]
 #55: 6-2 

 堀川 朝陽 [2]
 #56: 6-0 

Semifinals

 田中 悠翔 [1]
 #57: 6-2 

 小竹 尚勝 [3]
 #58: 6-0 

 米山 未来登
 #59: 6-4 

 堀川 朝陽 [2]
 #60: 6-2 

 田中 悠翔 [1]順位 3-4
 米山 未来登

Final

 小竹 尚勝 [3]
 #63: 6-3 

 堀川 朝陽 [2]
 #64: 6-4 

 田中 悠翔 [1]
 #67: 6-3 

 小竹 尚勝 [3]
 #68: 6-1 

# シード選手

1 田中 悠翔
2 堀川 朝陽
3 小竹 尚勝
4 岩崎 優樹
5 原田 雄太
6 伊藤 僚之介
7 田邉 壮司
8 山賀 順敬

9 高田 凌太朗
10 皆瀬 敏也
11 髙橋 碧生
12 浅田 祐暉
13 犬井 咲
14 菅原 空
15 円山 綾人
16 押見 秀虎

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 



[ジュニア_RSK] 2022 RSKジュニア新潟県予選
BS 13 - 順位 5-8
日付

25 6 2022
郡市区町村

南魚沼市, JPN
Website

印刷済: 2022/06/25 20:21:48

Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals

 山賀 順敬 [8]順位 5-8

 原田 雄太 [5]

 酒井 悠陽

 田邉 壮司 [7]

Final

 原田 雄太 [5]
 #61: 6-1 

 田邉 壮司 [7]
 #62: 7-6(6) 

 山賀 順敬 [8]順位 7-8

 酒井 悠陽

勝者

 原田 雄太 [5]
 #66: 6-4 

 酒井 悠陽
 #65: 6-2 

# シード選手

1 田中 悠翔
2 堀川 朝陽
3 小竹 尚勝
4 岩崎 優樹
5 原田 雄太
6 伊藤 僚之介
7 田邉 壮司
8 山賀 順敬

9 高田 凌太朗
10 皆瀬 敏也
11 髙橋 碧生
12 浅田 祐暉
13 犬井 咲
14 菅原 空
15 円山 綾人
16 押見 秀虎

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 



[ジュニア_RSK] 2022 RSKジュニア新潟県予選
GS 13
日付

25 6 2022
郡市区町村
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Website

印刷済: 2022/06/25 20:21:48

Rank 所属団体 Round 1

1 25 YeLL  渡邉 心葉 [1]
2  Bye
3 86 ファミリーITS  小原 里桜
4 84 BROS TC  青木 陽菜乃
5 86 JSSジャンボITS  藤 彩乃
6 81 ヨネックステニスクラブ  菊池 柚凪
7  Bye
8 79 長岡北部Jr  米持 瑛菜 [16]
9 69 さくらテニスガーデン  杉本 小茉莉 [10]

10  Bye
11 三条ファミリーTC  塚本 有咲
12 93 T&S新発田ITS  加藤 綾華
13 93 ファミリーITS  阿部 くるみ
14 80 柿崎テニスクラブ  小山 瑞月
15  Bye
16 62 JSSジャンボITS  丹下 彩佳 [5]
17 61 T&S新発田ITS  佐々木 美早 [4]
18  Bye
19 さくらテニスガーデン  高橋 花奈
20 柿崎テニスクラブ  大滝 莉穂
21 ヨネックステニスクラブ  嶋 実咲
22 ファーストTA  武藤 杏奈
23  Bye
24 74 長岡北部Jr  土田 琴羽 [13]
25 72 見附市TA  尾花 愛夏 [11]
26  Bye
27 三条ファミリーTC  田野 結惟
28 89 JSSジャンボITS  大平 絢音
29 YeLL  岩岬 杏奈
30 長岡北部Jr  大関 咲良
31  Bye
32 66 ファミリーITS  小木 麻央 [8]
33 65 ファーストTA  青木 遥 [7]
34  Bye
35 さくらテニスガーデン  加藤 結音
36 82 長岡北部Jr  石田 絢香
37 ファミリーITS  谷口 奏音
38 三条ファミリーTC  土屋 叶
39  Bye
40 67 長岡蒼柴SC  山口 千果 [9]
41 77 長岡北部Jr  金井 寿々野 [15]
42  Bye
43 ヨネックステニスクラブ  近藤 綺音
44 83 T&S新発田ITS  肥田野 唯
45 93 柿崎テニスクラブ  丸山 未夢
46 93 JSSジャンボITS  森山 莉々
47  Bye
48 46 マリンブルーTS  矢島 叶歩 [3]
49 64 さくらテニスガーデン  高橋 裕葦 [6]
50  Bye
51 ヨネックステニスクラブ  野口 心乃
52 柿崎テニスクラブ  加藤 姫菜
53 84 JSSジャンボITS  外川 緋乃
54 93 長岡北部Jr  野上 歩乃果
55  Bye
56 73 ファミリーITS  五十嵐 凛 [12]
57 76 BROS TC  中嶋 歩実 [14]
58  Bye
59 89 長岡北部Jr  大関 萌生
60 さくらテニスガーデン  土田 美桜
61  Bye
62 三条ファミリーTC  髙波 美帆
63  Bye
64 27 YeLL  小林 心遥 [2]

Round 2

 渡邉 心葉 [1]
 #1: 
 青木 陽菜乃
 #2: 6-0 
 菊池 柚凪
 #3: 6-1 
 米持 瑛菜 [16]
 #4: 
 杉本 小茉莉 [10]
 #5: 
 加藤 綾華
 #6: 6-0 
 小山 瑞月
 #7: 6-2 
 丹下 彩佳 [5]
 #8: 
 佐々木 美早 [4]
 #9: 
 大滝 莉穂
 #10: 6-1 
 武藤 杏奈
 #11: w.o.
 土田 琴羽 [13]
 #12: 
 尾花 愛夏 [11]
 #13: 
 大平 絢音
 #14: 6-1 
 大関 咲良
 #15: 6-2 
 小木 麻央 [8]
 #16: 
 青木 遥 [7]
 #17: 
 加藤 結音
 #18: 6-1 
 谷口 奏音
 #19: 6-1 
 山口 千果 [9]
 #20: 
 金井 寿々野 [15]
 #21: 
 肥田野 唯
 #22: 6-0 
 森山 莉々
 #23: 6-0 
 矢島 叶歩 [3]
 #24: 
 高橋 裕葦 [6]
 #25: 
 加藤 姫菜
 #26: 6-3 
 野上 歩乃果
 #27: 6-1 
 五十嵐 凛 [12]
 #28: 
 中嶋 歩実 [14]
 #29: 
 大関 萌生
 #30: 6-0 
 髙波 美帆
 #31: 
 小林 心遥 [2]
 #32: 

Round 3

 渡邉 心葉 [1]
 #33: 6-0 

 米持 瑛菜 [16]
 #34: 7-5 

 杉本 小茉莉 [10]
 #35: 6-0 

 丹下 彩佳 [5]
 #36: 6-0 

 佐々木 美早 [4]
 #37: 6-1 

 土田 琴羽 [13]
 #38: 6-1 

 尾花 愛夏 [11]
 #39: 6-2 

 小木 麻央 [8]
 #40: 6-0 

 青木 遥 [7]
 #41: 6-0 

 山口 千果 [9]
 #42: 6-3 

 肥田野 唯
 #43: 6-0 

 矢島 叶歩 [3]
 #44: 6-0 

 高橋 裕葦 [6]
 #45: 6-0 

 五十嵐 凛 [12]
 #46: 6-1 

 中嶋 歩実 [14]
 #47: 6-1 

 小林 心遥 [2]
 #48: 6-0 

Quarterfinals

 渡邉 心葉 [1]
 #49: 6-0 

 杉本 小茉莉 [10]
 #50: 6-0 

 佐々木 美早 [4]
 #51: 6-3 

 小木 麻央 [8]
 #52: 6-0 

 青木 遥 [7]
 #53: 6-3 

 矢島 叶歩 [3]
 #54: 6-1 

 高橋 裕葦 [6]
 #55: 6-0 

 小林 心遥 [2]
 #56: 6-4 

Semifinals

 渡邉 心葉 [1]
 #57: 6-1 

 佐々木 美早 [4]
 #58: 6-1 

 矢島 叶歩 [3]
 #59: 7-5 

 小林 心遥 [2]
 #60: 6-2 

 佐々木 美早 [4]順位 3-4
 矢島 叶歩 [3]

Final

 渡邉 心葉 [1]
 #63: 6-2 

 小林 心遥 [2]
 #64: 7-6(2) 

 佐々木 美早 [4]
 #67: 6-4 

 小林 心遥 [2]
 #68: 6-2 

# シード選手

1 渡邉 心葉
2 小林 心遥
3 矢島 叶歩
4 佐々木 美早
5 丹下 彩佳
6 高橋 裕葦
7 青木 遥
8 小木 麻央

9 山口 千果
10 杉本 小茉莉
11 尾花 愛夏
12 五十嵐 凛
13 土田 琴羽
14 中嶋 歩実
15 金井 寿々野
16 米持 瑛菜

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 



[ジュニア_RSK] 2022 RSKジュニア新潟県予選
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Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals

 杉本 小茉莉 [10]順位 5-8

 小木 麻央 [8]

 青木 遥 [7]

 高橋 裕葦 [6]

Final

 杉本 小茉莉 [10]
 #61: 6-1 

 高橋 裕葦 [6]
 #62: 6-2 

 小木 麻央 [8]順位 7-8

 青木 遥 [7]

勝者

 高橋 裕葦 [6]
 #66: 6-3 

 小木 麻央 [8]
 #65: w.o.

# シード選手

1 渡邉 心葉
2 小林 心遥
3 矢島 叶歩
4 佐々木 美早
5 丹下 彩佳
6 高橋 裕葦
7 青木 遥
8 小木 麻央

9 山口 千果
10 杉本 小茉莉
11 尾花 愛夏
12 五十嵐 凛
13 土田 琴羽
14 中嶋 歩実
15 金井 寿々野
16 米持 瑛菜

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 


