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Rank 所属団体 Round 1

1 98 柿崎テニスクラブ  小松 暖和 [1]

2  Bye 1

3 ファーストTA  上野 瑠斗

4 122 長岡北部Jr  保坂 俊祐

5 T&S新発田ITS  手島 康介

6 130 YeLL  神林 光

7 JSSジャンボITS  今井 駿介

8 112 長岡北部Jr  田村 葵 [6]

9 105 さくらテニスガーデン  砂押 育磨 [3]

10  Bye 3

11 118 JSSジャンボITS  高野 桃吾

12 T&S新発田ITS  小林 郁士

13  Bye 12

14 119 柿崎テニスクラブ  大滝 清仁

15  Bye 5

16 110 長岡北部Jr  田部谷 理玖 [5]

17 115 柿崎テニスクラブ  小松 想弥 [8]

18 長岡北部Jr  保坂 和貴

19 YeLL  日下部 一輝

20 122 さくらテニスガーデン  槇 涼馬

21 BROS TC  青木 宗史郎

22 柿崎テニスクラブ  加藤 慶志郎

23  Bye 4

24 109 長岡北部Jr  加藤 優弥 [4]

25 113 ファーストTA  水谷 英太 [7]

26 マリンブルーTS  小林 由和

27 長岡北部Jr  野田 雄士朗

28  Bye 10

29 さくらテニスガーデン  田口 和紬

30 柿崎テニスクラブ  相澤 勇志

31  Bye 2

32 100 T&S新発田ITS  円山 綾人 [2]

Round 2

 小松 暖和 [1]
 #1: 

 保坂 俊祐
 #2: 6-4 

 神林 光
 #3: 6-1 

 田村 葵 [6]
 #4: 6-0 

 砂押 育磨 [3]
 #5: 

 高野 桃吾
 #6: w.o.

 大滝 清仁
 #7: 

 田部谷 理玖 [5]
 #8: 

 小松 想弥 [8]
 #9: 6-0 

 槇 涼馬
 #10: w.o.

 加藤 慶志郎
 #11: 6-1 

 加藤 優弥 [4]
 #12: 

 水谷 英太 [7]
 #13: 6-1 

 野田 雄士朗
 #14: 

 相澤 勇志
 #15: 6-2 

 円山 綾人 [2]
 #16: 

Quarterfinals

 小松 暖和 [1]
 #17: 6-1 

 田村 葵 [6]
 #18: 6-0 

 砂押 育磨 [3]
 #19: 6-1 

 田部谷 理玖 [5]
 #20: 6-2 

 小松 想弥 [8]
 #21: 6-0 

 加藤 優弥 [4]
 #22: 6-1 

 水谷 英太 [7]
 #23: 6-2 

 円山 綾人 [2]
 #24: 7-6(4) 

Semifinals

 小松 暖和 [1]
 #25: 6-0 

 田部谷 理玖 [5]
 #26: 6-0 

 小松 想弥 [8]
 #27: 6-2 

 水谷 英太 [7]
 #28: 6-1 

 田部谷 理玖 [5]順位 3-4

 小松 想弥 [8]

Final

 小松 暖和 [1]
 #29: 6-2 

 水谷 英太 [7]
 #30: 7-5 

 田部谷 理玖 [5]
 #31: 6-1 

 小松 暖和 [1]
 #32: 6-1 

# シード選手

1 小松 暖和
2 円山 綾人
3 砂押 育磨
4 加藤 優弥
5 田部谷 理玖
6 田村 葵
7 水谷 英太
8 小松 想弥

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 江川三枝子
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Rank 所属団体 Round 1

1 75 長岡北部Jr  金井 寿々野 [1]

2  Bye 1

3 YeLL  岩岬 杏奈

4 BROS TC  上野 栞愛

5  Bye 9

6 三条ファミリーTC  塚本 有咲

7  Bye 7

8 87 JSSジャンボITS  藤 彩乃 [6]

9 85 ファミリーITS  阿部 くるみ [4]

10  Bye 3

11 さくらテニスガーデン  高橋 花奈

12  Bye 13

13 三条ファミリーTC  髙波 美帆

14 ヨネックステニスクラブ  近藤 綺音

15  Bye 5

16 91 JSSジャンボITS  大平 絢音 [9]

17 86 ファミリーITS  小原 里桜 [5]

18  Bye 6

19 三条ファミリーTC  土屋 叶

20 さくらテニスガーデン  横田 彩希

21 柿崎テニスクラブ  山崎 心春

22 T&S新発田ITS  伊藤 笑咲

23  Bye 4

24 81 長岡北部Jr  石田 絢香 [3]

25 91 ファミリーITS  塚野 真衣 [7]

26  Bye 8

27 T&S新発田ITS  原田 美和

28  Bye 10

29  Bye 15

30 95 長岡北部Jr  大関 咲良

31  Bye 2

32 78 ヨネックステニスクラブ  菊池 柚凪 [2]

Round 2

 金井 寿々野 [1]
 #1: 

 岩岬 杏奈
 #2: 6-4 

 塚本 有咲
 #3: 

 藤 彩乃 [6]
 #4: 

 阿部 くるみ [4]
 #5: 

 高橋 花奈
 #6: 

 髙波 美帆
 #7: 6-3 

 大平 絢音 [9]
 #8: 

 小原 里桜 [5]
 #9: 

 土屋 叶
 #10: 6-2 

 伊藤 笑咲
 #11: w.o.

 石田 絢香 [3]
 #12: 

 塚野 真衣 [7]
 #13: 

 原田 美和
 #14: 

 大関 咲良
 #15: 

 菊池 柚凪 [2]
 #16: 

Quarterfinals

 金井 寿々野 [1]
 #17: 6-1 

 藤 彩乃 [6]
 #18: 6-1 

 阿部 くるみ [4]
 #19: 6-0 

 髙波 美帆
 #20: 6-2 

 小原 里桜 [5]
 #21: 6-1 

 石田 絢香 [3]
 #22: 6-0 

 塚野 真衣 [7]
 #23: 6-2 

 菊池 柚凪 [2]
 #24: 6-3 

Semifinals

 金井 寿々野 [1]
 #25: 6-1 

 阿部 くるみ [4]
 #26: 6-3 

 石田 絢香 [3]
 #27: 6-3 

 菊池 柚凪 [2]
 #28: 6-3 

 阿部 くるみ [4]順位 3-4

 菊池 柚凪 [2]

Final

 金井 寿々野 [1]
 #29: 6-3 

 石田 絢香 [3]
 #30: 7-6(3) 

 菊池 柚凪 [2]
 #31: 6-3 

 石田 絢香 [3]
 #32: 6-4 

# シード選手

1 金井 寿々野
2 菊池 柚凪
3 石田 絢香
4 阿部 くるみ
5 小原 里桜
6 藤 彩乃
7 塚野 真衣
9 大平 絢音

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 江川三枝子
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Rank 所属団体 Round 1

1 71 T&S新発田ITS  原田 雄太 [1]

2  Bye 1

3 115 長岡北部Jr  保坂 亮仁

4 102 さくらテニスガーデン  皆川 晏士

5 87 ファミリーITS  高田 凌太朗

6 126 柏崎JTS  佐藤 弘武

7 三条ファミリーTC  田野 恵碁

8 80 BROS TC  伊藤 僚之介 [6]

9 76 ファミリーITS  米山 未来登 [3]

10  Bye 3

11 111 さくらテニスガーデン  押見 秀虎

12 JSSジャンボITS  坂井 翔琉

13 89 ファミリーITS  阿部 耕大

14 114 ファーストTA  白砂 海翔

15 119 寺泊FTC  渡部 颯介

16 83 マリンブルーTS  山賀 順敬 [7]

17 86 三条ファミリーTC  皆瀬 敏也 [8]

18 99 長岡北部Jr  酒井 悠陽

19 96 マリンブルーTS  中原 冬真

20 95 さくらテニスガーデン  三好 慶

21 長岡蒼柴SC  魚住 快

22 ファミリーITS  田畑 龍成

23  Bye 4

24 77 T&S新発田ITS  田邉 壮司 [4]

25 78 ファミリーITS  菅原 空 [5]

26 90 寺泊FTC  浅田 祐暉

27 101 T&S新発田ITS  犬井 咲

28 ササキテニスクラブ  相澤 颯

29 さくらテニスガーデン  中野 仁

30 115 YeLL  谷川 颯大

31  Bye 2

32 72 マリンブルーTS  岩崎 優樹 [2]

Round 2

 原田 雄太 [1]
 #1: 

 皆川 晏士
 #2: 6-3 

 佐藤 弘武
 #3: 6-4 

 伊藤 僚之介 [6]
 #4: 6-0 

 米山 未来登 [3]
 #5: 

 押見 秀虎
 #6: 6-1 

 阿部 耕大
 #7: 6-2 

 渡部 颯介
 #8: 6-3 

 酒井 悠陽
 #9: 6-2 

 中原 冬真
 #10: 6-2 

 田畑 龍成
 #11: 6-1 

 田邉 壮司 [4]
 #12: 

 菅原 空 [5]
 #13: 6-3 

 犬井 咲
 #14: 6-0 

 中野 仁
 #15: 6-2 

 岩崎 優樹 [2]
 #16: 

Quarterfinals

 原田 雄太 [1]
 #17: 6-1 

 佐藤 弘武
 #18: 6-3 

 米山 未来登 [3]
 #19: 6-2 

 渡部 颯介
 #20: 6-3 

 中原 冬真
 #21: 6-4 

 田邉 壮司 [4]
 #22: 6-4 

 菅原 空 [5]
 #23: 7-5 

 岩崎 優樹 [2]
 #24: 6-1 

Semifinals

 原田 雄太 [1]
 #25: 6-3 

 米山 未来登 [3]
 #26: 7-6(5) 

 田邉 壮司 [4]
 #27: 6-1 

 岩崎 優樹 [2]
 #28: 6-2 

 米山 未来登 [3]順位 3-4

 岩崎 優樹 [2]

Final

 原田 雄太 [1]
 #29: 6-2 

 田邉 壮司 [4]
 #30: 6-3 

 岩崎 優樹 [2]
 #31: w.o.

 田邉 壮司 [4]
 #32: 6-1 

# シード選手

1 原田 雄太
2 岩崎 優樹
3 米山 未来登
4 田邉 壮司
5 菅原 空
6 伊藤 僚之介
7 山賀 順敬
8 皆瀬 敏也

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 江川三枝子
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Rank 所属団体 Round 1

1 67 ファミリーITS  小木 麻央 [1]

2  Bye 1

3 98 JSSジャンボITS  森山 莉々

4 ファーストTA  武藤 杏奈

5  Bye 9

6 柿崎テニスクラブ  上野 瑠南

7  Bye 7

8 77 長岡北部Jr  米持 瑛菜 [8]

9 71 BROS TC  中嶋 歩実 [4]

10  Bye 3

11 79 T&S新発田ITS  肥田野 唯

12 柿崎テニスクラブ  大滝 莉穂

13 JSSジャンボITS  尾崎 凛

14 ファミリーITS  谷口 奏音

15  Bye 5

16 72 見附市TA  尾花 愛夏 [5]

17 76 ファミリーITS  五十嵐 凛 [7]

18  Bye 6

19 83 BROS TC  青木 陽菜乃

20 柿崎テニスクラブ  加藤 姫菜

21 80 柿崎テニスクラブ  小山 瑞月

22 さくらテニスガーデン  加藤 結音

23  Bye 4

24 70 JSSジャンボITS  永楽 珠莉 [3]

25 73 長岡北部Jr  土田 琴羽 [6]

26  Bye 8

27 98 柿崎テニスクラブ  丸山 未夢

28 83 JSSジャンボITS  外川 緋乃

29  Bye 15

30 ヨネックステニスクラブ  嶋 実咲

31  Bye 2

32 68 長岡蒼柴SC  山口 千果 [2]

Round 2

 小木 麻央 [1]
 #1: 

 森山 莉々
 #2: 6-2 

 上野 瑠南
 #3: 

 米持 瑛菜 [8]
 #4: 

 中嶋 歩実 [4]
 #5: 

 肥田野 唯
 #6: 6-0 

 谷口 奏音
 #7: 6-1 

 尾花 愛夏 [5]
 #8: 

 五十嵐 凛 [7]
 #9: 

 青木 陽菜乃
 #10: 6-4 

 小山 瑞月
 #11: 7-6(5) 

 永楽 珠莉 [3]
 #12: 

 土田 琴羽 [6]
 #13: 

 丸山 未夢
 #14: 6-3 

 嶋 実咲
 #15: 

 山口 千果 [2]
 #16: 

Quarterfinals

 小木 麻央 [1]
 #17: 6-2 

 米持 瑛菜 [8]
 #18: 6-0 

 肥田野 唯
 #19: 6-3 

 尾花 愛夏 [5]
 #20: 6-1 

 五十嵐 凛 [7]
 #21: 7-6(3) 

 永楽 珠莉 [3]
 #22: 6-2 

 土田 琴羽 [6]
 #23: 6-0 

 山口 千果 [2]
 #24: 6-1 

Semifinals

 小木 麻央 [1]
 #25: 6-2 

 肥田野 唯
 #26: 6-3 

 永楽 珠莉 [3]
 #27: 6-2 

 山口 千果 [2]
 #28: 6-1 

 小木 麻央 [1]順位 3-4

 永楽 珠莉 [3]

Final

 肥田野 唯
 #29: 6-1 

 山口 千果 [2]
 #30: 6-2 

 小木 麻央 [1]
 #31: 6-4 

 山口 千果 [2]
 #32: 6-4 

# シード選手

1 小木 麻央
2 山口 千果
3 永楽 珠莉
4 中嶋 歩実
5 尾花 愛夏
6 土田 琴羽
7 五十嵐 凛
8 米持 瑛菜

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 江川三枝子
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Rank 所属団体 Round 1

1 43 YeLL  浦澤 伊織 [1]

2  Bye 1

3 ファミリーITS  片寄 豊人

4 長岡北部Jr  野田 凰太朗

5 93 JSSジャンボITS  永楽 亮介

6 126 三条ファミリーTC  青木 潤之介

7 88 ファミリーITS  小木 健太朗

8 84 さくらテニスガーデン  須田 陽輝 [8]

9 55 ファミリーITS  田中 悠翔 [3]

10 マリンブルーTS  吉川 啓太

11 T&S新発田ITS  前田 翔星

12 106 ファーストTA  西條 愛翔

13 94 さくらテニスガーデン  浦川 凰雅

14 97 ファミリーITS  小出 諒人

15 BROS TC  矢沢 飛毘輝

16 75 JSSジャンボITS  中静 禎 [6]

17 73 ファミリーITS  田中 絢翔 [5]

18 85 長岡北部Jr  土田 悠真

19 106 ファーストTA  古嶋 佑弥

20 長岡蒼柴SC  川上 丈寿

21 YeLL  小林 蓮真

22 104 ファミリーITS  小原 太地

23 T&S新発田ITS  山田 楓

24 69 JSSジャンボITS  白井 佑樹 [4]

25 79 柏崎JTS  佐藤 暉浦 [7]

26 126 見附市TA  尾花 悠翔

27 ファミリーITS  桑原 拓也

28 JSSジャンボITS  藤 誠太

29 106 さくらテニスガーデン  番場 駿

30 ファミリーITS  島田 悠司

31 三条ファミリーTC  木村 健太朗

32 54 BROS TC  堀川 朝陽 [2]

Round 2

 浦澤 伊織 [1]
 #1: 

 野田 凰太朗
 #2: 7-5 

 永楽 亮介
 #3: 6-2 

 小木 健太朗
 #4: 6-3 

 田中 悠翔 [3]
 #5: 6-0 

 前田 翔星
 #6: 6-3 

 小出 諒人
 #7: w.o.

 中静 禎 [6]
 #8: 6-2 

 田中 絢翔 [5]
 #9: 6-4 

 古嶋 佑弥
 #10: 6-3 

 小原 太地
 #11: 7-5 

 白井 佑樹 [4]
 #12: 6-2 

 佐藤 暉浦 [7]
 #13: 6-0 

 桑原 拓也
 #14: 7-5 

 番場 駿
 #15: 6-0 

 堀川 朝陽 [2]
 #16: 6-1 

Quarterfinals

 浦澤 伊織 [1]
 #17: 6-1 

 小木 健太朗
 #18: 6-3 

 田中 悠翔 [3]
 #19: 6-3 

 小出 諒人
 #20: 6-3 

 田中 絢翔 [5]
 #21: 6-1 

 白井 佑樹 [4]
 #22: 6-3 

 佐藤 暉浦 [7]
 #23: 6-1 

 堀川 朝陽 [2]
 #24: 6-4 

Semifinals

 小木 健太朗
 #25: 6-4 

 田中 悠翔 [3]
 #26: 6-2 

 田中 絢翔 [5]
 #27: 6-3 

 佐藤 暉浦 [7]
 #28: 6-0 

 Bye順位 3-4

 田中 絢翔 [5]

Final

 田中 悠翔 [3]
 #29: 2-3 Ret.

 佐藤 暉浦 [7]
 #30: 6-3 

 田中 絢翔 [5]
 #31: 

 佐藤 暉浦 [7]
 #32: 6-2 

# シード選手

1 浦澤 伊織
2 堀川 朝陽
3 田中 悠翔
4 白井 佑樹
5 田中 絢翔
6 中静 禎
7 佐藤 暉浦
8 須田 陽輝

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 江川三枝子
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Rank 所属団体 Round 1

1 41 長岡北部Jr  小柴 結衣 [1]

2  Bye 1

3 柿崎テニスクラブ  加藤 愛結

4  Bye 8

5 48 マリンブルーTS  矢島 叶歩 [3]

6  Bye 3

7 69 長岡蒼柴SC  小林 咲

8 66 さくらテニスガーデン  杉本 小茉莉

9 63 さくらテニスガーデン  高橋 裕葦

10 マリンブルーTS  上田 夏萠

11  Bye 4

12 61 JSSジャンボITS  丹下 彩佳 [4]

13 82 長岡蒼柴SC  山口 莉果

14 91 長岡北部Jr  大関 萌生

15  Bye 2

16 47 T&S新発田ITS  佐々木 美早 [2]

Quarterfinals

 小柴 結衣 [1]
 #1: 

 加藤 愛結
 #2: 

 矢島 叶歩 [3]
 #3: 

 杉本 小茉莉
 #4: 7-6(3) 

 高橋 裕葦
 #5: 6-2 

 丹下 彩佳 [4]
 #6: 

 大関 萌生
 #7: 6-4 

 佐々木 美早 [2]
 #8: 

Semifinals

 小柴 結衣 [1]
 #9: 6-1 

 矢島 叶歩 [3]
 #10: 6-2 

 高橋 裕葦
 #11: 6-4 

 佐々木 美早 [2]
 #12: 6-1 

Final

 小柴 結衣 [1]
 #13: 6-3 

 佐々木 美早 [2]
 #14: 6-2 

 矢島 叶歩 [3]順位 3-4

 高橋 裕葦

勝者

 小柴 結衣 [1]
 #16: 6-0 

 高橋 裕葦
 #15: 6-2 

# シード選手

1 小柴 結衣
2 佐々木 美早
3 矢島 叶歩
4 丹下 彩佳

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 江川三枝子
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Rank 所属団体 Round 1

1 23 T&S新発田ITS  前川 翔柊 [1]

2  Bye 1

3 YeLL  齋藤 豊

4 33 長岡市TAジュニア教室  近藤 晟斗

5 29 YeLL  五十嵐 佑羽 [4]

6 56 開志国際高  小倉 大

7 ファミリーITS  島田 康平

8 58 東京学館新潟高  山屋 龍之介

9  Bye 6

10 39 BROS TC  野尻 悠斗

11 42 YeLL  神林 奏

12 25 さくらテニスガーデン  内山 蓮 [3]

13 YeLL  高尾 尚義

14 44 開志国際高  島谷 海郁斗

15 70 ファミリーITS  加瀬 喜一郎

16 30 T&S新発田ITS  佐々木 弘哉 [5]

Quarterfinals

 前川 翔柊 [1]
 #1: 

 近藤 晟斗
 #2: 6-1 

 小倉 大
 #3: 7-6(4) 

 山屋 龍之介
 #4: 6-0 

 野尻 悠斗
 #5: 

 内山 蓮 [3]
 #6: 6-1 

 島谷 海郁斗
 #7: 7-6(4) 

 佐々木 弘哉 [5]
 #8: 6-1 

Semifinals

 近藤 晟斗
 #9: 6-3 

 小倉 大
 #10: 6-2 

 内山 蓮 [3]
 #11: 6-2 

 佐々木 弘哉 [5]
 #12: 6-3 

Final

 近藤 晟斗
 #13: 6-1 

 佐々木 弘哉 [5]
 #14: 6-3 

 小倉 大順位 3-4

 内山 蓮 [3]

勝者

 近藤 晟斗
 #16: 6-2 

 内山 蓮 [3]
 #15: 6-3 

# シード選手

1 前川 翔柊
3 内山 蓮
4 五十嵐 佑羽
5 佐々木 弘哉

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 江川三枝子


