
大会結果　　２０２２年夏季フューチャーズU15

令和４年８月６日（土）

五十公野サン・スポーツランド

男子シングルス

優勝 佐藤 航瑛 YeLL 

２位 近藤 晟斗  長岡市TAジュニア教室 

３位 野尻 悠斗 BROS TC 

４位 五十嵐 佑羽  YeLL 

５位 内山 蓮  さくらテニスガーデン 

６位 加瀬 喜一郎  ファミリーITS 

７位 浦澤 伊織 YeLL 

８位 堀川 朝陽 BROS TC 

女子シングルス

優勝 小柴 結衣  長岡北部Jr 

２位 佐々木 美早 T&S新発田ITS 

３位 嘉成 優亜 JSSジャンボITS 

４位 佐藤 瑠璃 JSSジャンボITS 

５位 阿部 花 JSSジャンボITS 

６位 矢島 叶歩 マリンブルーTS 

７位 小林 咲 長岡蒼柴SC 
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Rank 所属団体 Round 1

1 27 さくらテニスガーデン  内山 蓮 [1]
2  Bye 1
3 BROS TC  朝日 亮佑
4 92 JSSジャンボITS  永楽 亮介
5  Bye 17
6 103 ファーストTA  古嶋 佑弥
7  Bye 15
8 85 長岡北部Jr  土田 悠真 [16]
9 73 ファミリーITS  田中 絢翔 [11]

10  Bye 9
11 T&S新発田ITS  前田 翔星
12  Bye 24
13  Bye 25
14 125 三条ファミリーTC  青木 潤之介
15  Bye 7
16 55 YeLL  佐藤 航瑛 [7]
17 36 BROS TC  野尻 悠斗 [3]
18  Bye 3
19 103 ファーストTA  西條 愛翔
20  Bye 29
21  Bye 20
22 101 ファミリーITS  小原 太地
23  Bye 13
24 78 柏崎JTS  佐藤 暉浦 [13]
25 70 JSSジャンボITS  白井 佑樹 [9]
26  Bye 11
27 103 さくらテニスガーデン  番場 駿
28  Bye 21
29 87 ファミリーITS  小木 健太朗
30 長岡蒼柴SC  川上 丈寿
31  Bye 5
32 42 YeLL  浦澤 伊織 [5]
33 54 BROS TC  小竹 尚勝 [6]
34  Bye 6
35 三条ファミリーTC  木村 健太朗
36 93 さくらテニスガーデン  浦川 凰雅
37  Bye 22
38 T&S新発田ITS  山田 楓
39  Bye 12
40 71 ファミリーITS  加瀬 喜一郎 [10]
41 82 ファーストTA  石野 羽琉 [14]
42  Bye 14
43 ファミリーITS  庄司 直央
44  Bye 19
45  Bye 30
46 YeLL  小林 蓮真
47  Bye 4
48 38 長岡市TAジュニア教室  近藤 晟斗 [4]
49 56 BROS TC  堀川 朝陽 [8]
50  Bye 8
51 長岡北部Jr  野田 凰太朗
52  Bye 26
53  Bye 23
54 マリンブルーTS  吉川 啓太
55  Bye 10
56 75 JSSジャンボITS  中静 禎 [12]
57 83 さくらテニスガーデン  須田 陽輝 [15]
58  Bye 16
59 95 ファミリーITS  小出 諒人
60  Bye 18
61  Bye 31
62 125 見附市TA  尾花 悠翔
63  Bye 2
64 28 YeLL  五十嵐 佑羽 [2]

Round 2

 内山 蓮 [1]
 #1: 
 朝日 亮佑
 #2: 7-5 
 古嶋 佑弥
 #3: 
 土田 悠真 [16]
 #4: 
 田中 絢翔 [11]
 #5: 
 前田 翔星
 #6: 
 青木 潤之介
 #7: 
 佐藤 航瑛 [7]
 #8: 
 野尻 悠斗 [3]
 #9: 
 西條 愛翔
 #10: 
 小原 太地
 #11: 
 佐藤 暉浦 [13]
 #12: 
 白井 佑樹 [9]
 #13: 
 番場 駿
 #14: 
 小木 健太朗
 #15: 6-1 
 浦澤 伊織 [5]
 #16: 
 小竹 尚勝 [6]
 #17: 
 木村 健太朗
 #18: w.o.
 山田 楓
 #19: 
 加瀬 喜一郎 [10]
 #20: 
 石野 羽琉 [14]
 #21: 
 庄司 直央
 #22: 
 小林 蓮真
 #23: 
 近藤 晟斗 [4]
 #24: 
 堀川 朝陽 [8]
 #25: 
 野田 凰太朗
 #26: 
 吉川 啓太
 #27: 
 中静 禎 [12]
 #28: 
 須田 陽輝 [15]
 #29: 
 小出 諒人
 #30: 
 尾花 悠翔
 #31: 
 五十嵐 佑羽 [2]
 #32: 

Round 3

 内山 蓮 [1]
 #33: 6-2 

 土田 悠真 [16]
 #34: 6-2 

 田中 絢翔 [11]
 #35: 6-0 

 佐藤 航瑛 [7]
 #36: 6-1 

 野尻 悠斗 [3]
 #37: 6-0 

 佐藤 暉浦 [13]
 #38: 6-1 

 白井 佑樹 [9]
 #39: 6-2 

 浦澤 伊織 [5]
 #40: 6-3 

 小竹 尚勝 [6]
 #41: 6-0 

 加瀬 喜一郎 [10]
 #42: 6-0 

 石野 羽琉 [14]
 #43: w.o.

 近藤 晟斗 [4]
 #44: 6-0 

 堀川 朝陽 [8]
 #45: 6-1 

 中静 禎 [12]
 #46: 6-0 

 須田 陽輝 [15]
 #47: 6-4 

 五十嵐 佑羽 [2]
 #48: 6-2 

Quarterfinals

 内山 蓮 [1]
 #49: 6-2 

 佐藤 航瑛 [7]
 #50: 6-4 

 野尻 悠斗 [3]
 #51: 6-2 

 浦澤 伊織 [5]
 #52: 6-3 

 加瀬 喜一郎 [10]
 #53: 6-2 

 近藤 晟斗 [4]
 #54: 6-2 

 堀川 朝陽 [8]
 #55: 6-3 

 五十嵐 佑羽 [2]
 #56: 6-3 

Semifinals

 佐藤 航瑛 [7]
 #57: 6-4 

 野尻 悠斗 [3]
 #58: 6-4 

 近藤 晟斗 [4]
 #59: 6-2 

 五十嵐 佑羽 [2]
 #60: 6-2 

 野尻 悠斗 [3]順位 3-4
 五十嵐 佑羽 [2]

Final

 佐藤 航瑛 [7]
 #63: 6-3 

 近藤 晟斗 [4]
 #64: 7-6(6) 

 野尻 悠斗 [3]
 #67: 6-4 

 佐藤 航瑛 [7]
 #68: 7-6(5) 

# シード選手

1 内山 蓮
2 五十嵐 佑羽
3 野尻 悠斗
4 近藤 晟斗
5 浦澤 伊織
6 小竹 尚勝
7 佐藤 航瑛
8 堀川 朝陽

9 白井 佑樹
10 加瀬 喜一郎
11 田中 絢翔
12 中静 禎
13 佐藤 暉浦
14 石野 羽琉
15 須田 陽輝
16 土田 悠真

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名
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Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals

 内山 蓮 [1]順位 5-8

 浦澤 伊織 [5]

 加瀬 喜一郎 [10]

 堀川 朝陽 [8]

Final

 内山 蓮 [1]
 #61: 7-5 

 加瀬 喜一郎 [10]
 #62: 6-4 

 浦澤 伊織 [5]順位 7-8

 堀川 朝陽 [8]

勝者

 内山 蓮 [1]
 #66: 6-4 

 浦澤 伊織 [5]
 #65: 6-4 

# シード選手

1 内山 蓮
2 五十嵐 佑羽
3 野尻 悠斗
4 近藤 晟斗
5 浦澤 伊織
6 小竹 尚勝
7 佐藤 航瑛
8 堀川 朝陽

9 白井 佑樹
10 加瀬 喜一郎
11 田中 絢翔
12 中静 禎
13 佐藤 暉浦
14 石野 羽琉
15 須田 陽輝
16 土田 悠真

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名
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Rank 所属団体 Round 1

1 27 YeLL  小林 心遥 [1]

2  Bye 1

3 66 JSSジャンボITS  嘉成 優亜

4 64 マリンブルーTS  石栗 麗夢

5 46 T&S新発田ITS  佐々木 美早 [4]

6  Bye 3

7 マリンブルーTS  上田 夏萠

8 63 JSSジャンボITS  阿部 花

9 94 柿崎テニスクラブ  加藤 愛結

10 48 マリンブルーTS  矢島 叶歩

11  Bye 4

12 38 長岡北部Jr  小柴 結衣 [3]

13  Bye 7

14 71 長岡蒼柴SC  小林 咲

15  Bye 2

16 37 JSSジャンボITS  佐藤 瑠璃 [2]

Quarterfinals

 小林 心遥 [1]
 #1: 

 嘉成 優亜
 #2: 7-5 

 佐々木 美早 [4]
 #3: 

 阿部 花
 #4: 6-3 

 矢島 叶歩
 #5: 6-1 

 小柴 結衣 [3]
 #6: 

 小林 咲
 #7: 

 佐藤 瑠璃 [2]
 #8: 

Semifinals

 嘉成 優亜
 #9: w.o.

 佐々木 美早 [4]
 #10: 7-6(5) 

 小柴 結衣 [3]
 #11: 6-2 

 佐藤 瑠璃 [2]
 #12: 6-1 

 Bye順位 5-8

 阿部 花

 矢島 叶歩

 小林 咲

Final

 佐々木 美早 [4]
 #15: 6-0 

 小柴 結衣 [3]
 #16: 6-0 

 嘉成 優亜順位 3-4

 佐藤 瑠璃 [2]

 阿部 花
 #13: 

 矢島 叶歩
 #14: 7-5 

 Bye順位 7-8

 小林 咲

勝者

 小柴 結衣 [3]
 #20: 6-3 

 嘉成 優亜
 #19: 6-1 

 阿部 花
 #18: 6-4 

 小林 咲
 #17: 

# シード選手

1 小林 心遥
2 佐藤 瑠璃
3 小柴 結衣
4 佐々木 美早

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 


