
主　　　催
主　　　管
協　　　力
協　　　賛
後　　　援
期　　　日 令和4年10月1日（土）・２日（日） 予備日　3日（日）

両日とも 開場　　　 8:00
コート設営 8:00から参加選手全員でお願いします
公式練習 コート設営終了後、男女とも８：５０まで
受付開始 　 受付時間８：３０～８：５５
選手ミーテイング後試合 　

会　　　場 上越総合運動公園テニスコート（砂入り人工芝）
上越市戸野目古新田375　 025-526-7833

当日連絡先 中條　庸昌　090-5769-6460
使　用　球 ヨネックス　ツアープラチナム （ボールチェンジ　９－１１）

会　　　長 米山　　勉
副　会　長 法龍院　充 田中　義雄 藤木　秀成 石原　法男
委　員　長 横山　　悟
副 委 員 長 阿部　丈晴
委　　　員 高橋　重人 小川　高幸 田中　　力 中村　千秋 吉原　　聡 渡辺　圭太郎

ディレクター 中條　庸昌
レフリー 杉澤　康一 アシスタントレフリー 中村　千秋
ロ-ビングアンパイア 上越市テニス協会会員、JLTF上越地区会員
受付.進行 同上

試合規定

・本戦　３タイブレークセットマッチ　　順位決定戦　２タイブレークセットマッチ　ノーアド　ファイナル１０ポイントタイブレーク

・審判方法はセルフジャッジ。　 ・補欠を２名採用します。（受付時間は同じです）

上位大会 全日本ジュニア選抜室内テニス北信越地域予選大会

①本県出場枠男女各６名（２０２２国体出場選手で本大会北信越予選出場希望選手を加えて合計６名）

②補欠申込男女各2名

・不測の事態により予選が開催出来なかった場合、ランキングによって選考します。

注意事項

カウントのコール、ジャッジは大きな声で相手選手に伝わるように行いましょう。

ゴミを残さないように、会場をきれいに使いましょう。ゴミは必ずお持ち帰り下さい。

競技中の疾病、傷害などの応急処置は主催者側で行いますが、その後の責任は負いません。

フェアプレーを心がけましょう。

http://star-ships.jp/niigata/jr_tennis/  新潟県テニス協会ジュニア委員会

■大会役員

■競技役員

・ルール：(財）JTA「テニスルールブック2022」及び、「新潟県テニス協会　大会及びドロー作成規定」による。

・服 装：テニスウェアー、テニスシューズを着用のこと。

・天候やその他の理由により、主催者側の判断で、会場・試合方法を変更することがあります。

・トーナメント方式

ヨ ネ ッ ク ス 株 式 会 社
新 潟 県

【結果】2022年度　ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

全日本ジュニア選抜室内テニス選手権新潟県予選大会

新 潟 県 テ ニ ス 協 会
新 潟 県 テ ニ ス 協 会 ジ ュ ニ ア 委 員 会
上 越 地 区 テ ニ ス 協 会 ジ ュ ニ ア 委 員 会

上 越 市 テ ニ ス 協 会



JOC新潟県予選結果

男子シングルス

優勝 伊藤唯

準優勝　 馬場貴大

3位 大内大雅

4位 渡邊晴木

5位 阿部陽来

6位 鈴木陽太

7位 前川翔柊

8位 斎藤葵平

9位 佐々木弘哉

10位 近藤晟斗

11位 五十嵐佑羽

12位 島谷海都斗

13位 河治樹

14位 岩﨑日々輝

15位 浅野泰輝

16位 佐藤航瑛

女子シングルス

優勝 畠さゆり

準優勝　 小柴美波

3位 石田貴恵

4位 中村由良

5位 石井颯

6位 石井昊

7位 石田環

8位 半沢優羽

9位 三牧蒼羽

10位 木村天音

11位 成海世季

12位 髙野一華

13位 三吉未優

14位 渡邉心葉

15位 佐々木美早

16位 富樫七海



 [ジュニア_JOC選抜] 2022 JOC選抜室内新潟県予選
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jta.tournamentsoftware.com Tennis Tournament Planner 新潟県テニス協会

1 2 東京学館新潟高等学校馬場  貴大  [1]
島谷 海郁斗 馬場  貴大  [1]
Loser #1 2 20 開志国際高等学校 島谷 海郁斗

#1: 6-2 6-4 

島谷 海郁斗 馬場  貴大  [1]
#16: 4-6 7-6(6) [10-8] 3 11 東京学館新潟高等学校阿部 陽来

#9: 6-0 6-2 

浅野 泰輝 阿部 陽来
Loser #2 4 15 中越高等学校 浅野 泰輝

#2: 6-3 6-4 

佐々木 弘哉 馬場  貴大  [1]
#20: 6-2 6-3 5 10 東京学館新潟高等学校齋藤  葵平  [4] #13: 6-1 6-2 

佐々木 弘哉 齋藤  葵平  [4]
Loser #3 6 26 T&S新発田ITS 佐々木 弘哉

#3: 7-5 4-6 6-3 

佐々木 弘哉 渡邊 晴木
#17: 6-3 7-5 7 17 東京学館新潟高等学校渡邊 晴木

#10: 6-2 6-6 Ret.

岩崎 日々輝 渡邊 晴木
Loser #4 8 25 新潟明訓高等学校 岩崎 日々輝

#4: 7-6(4) 6-2 

佐々木 弘哉 伊藤  唯  [3]
#22: 6-2 7-6(3) 9 13 東京学館新潟高等学校鈴木 陽太

#15: 3-6 6-4 6-2 

佐藤 航瑛 鈴木 陽太
Loser #5 10 42 YeLL 佐藤 航瑛

#5: 2-6 6-4 6-2 

五十嵐 佑羽 伊藤  唯  [3]
#18: 6-3 6-0 11 27 YeLL 五十嵐 佑羽

#11: 6-1 6-1 

五十嵐 佑羽 伊藤  唯  [3]
Loser #6 12 7 東京学館新潟高等学校伊藤  唯  [3] #6: 6-0 6-1 

近藤 晟斗 伊藤  唯  [3]
#21: 7-5 1-6 [10-2] 13 24 T&S新発田ITS 前川 翔柊

#14: 6-0 6-3 

近藤 晟斗 前川 翔柊
Loser #7 14 34 長岡市TAジュニア教室 近藤 晟斗

#7: 6-3 6-3 

近藤 晟斗 大内  大雅  [2]
#19: 6-3 4-6 [11-9] 15 18 長岡高等学校 河治 樹 #12: 7-5 6-1 

河治 樹 大内  大雅  [2]
Loser #8 16 4 東京学館新潟高等学校大内  大雅  [2] #8: 6-2 6-0 

島谷 海郁斗 渡邊 晴木
Loser #20 Loser #13

五十嵐 佑羽 大内  大雅  [2]
#31: 6-3 6-2 #26: 6-2 7-6(3) 

五十嵐 佑羽 大内  大雅  [2]
Loser #21 Loser #14

浅野 泰輝 阿部 陽来
Loser #16 Loser #9

浅野 泰輝 岩崎 日々輝 齋藤  葵平  [4] 阿部 陽来
Loser #28 #28: 6-2 6-2 Loser #23 #23: w.o.

岩崎 日々輝 齋藤  葵平  [4]
Loser #17 Loser #10

浅野 泰輝 河治 樹 前川 翔柊 阿部 陽来
#32: 4-6 6-4 [10-7] #30: 6-1 6-4 #27: w.o. #25: 6-2 6-3 

佐藤 航瑛 鈴木 陽太
Loser #18 Loser #11

佐藤 航瑛 河治 樹 前川 翔柊 鈴木 陽太
Loser #29 #29: 6-2 6-3 Loser #24 #24: 4-6 7-6(4) [10-8] 

河治 樹 前川 翔柊
Loser #19 Loser #12

Final Semifinals Quarterfinals Rank 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final
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jta.tournamentsoftware.com Tennis Tournament Planner 新潟県テニス協会

1 2 開志国際高等学校 畠  さゆり  [1]
三吉 未優 畠  さゆり  [1]
Loser #1 2 18 新潟第一高等学校 三吉 未優

#1: 6-2 6-0 

髙野 一華 畠  さゆり  [1]
#16: 7-5 4-6 [10-4] 3 19 新潟第一高等学校 石井 昊 #9: 6-0 6-0 

髙野 一華 石井 昊
Loser #2 4 38 長岡北部Jr 髙野 一華

#2: 6-1 6-4 

三牧 蒼羽 畠  さゆり  [1]
#20: 6-4 6-0 5 7 新潟第一高等学校 半沢  優羽  [3] #13: 6-1 6-2 

三牧 蒼羽 半沢  優羽  [3]
Loser #3 6 21 ファーストTA 三牧 蒼羽

#3: 7-6(6) 6-4 

三牧 蒼羽 石田 貴恵
#17: 6-2 6-1 7 17 ファーストTA 石田 貴恵

#10: 2-6 7-5 6-4 

佐々木 美早 石田 貴恵
Loser #4 8 44 T&S新発田ITS 佐々木 美早

#4: 6-3 6-1 

三牧 蒼羽 畠  さゆり  [1]
#22: 6-7(5) 6-3 [10-5] 9 28 新潟第一高等学校 成海 世季

#15: 6-2 6-3 

成海 世季 中村 由良
Loser #5 10 13 帝京長岡高等学校 中村 由良

#5: 6-2 7-6(7) 

成海 世季 中村 由良
#18: w.o. 11 15 ファーストTA 石田 環 #11: 6-3 6-4 

富樫  七海  [4] 石田 環
Loser #6 12 10 村上中等教育学校 富樫  七海  [4] #6: 6-4 2-6 6-0 

木村 天音 小柴  美波  [2]
#21: 6-3 6-3 13 26 YeLL 渡邉 心葉

#14: 6-2 2-6 6-2 

渡邉 心葉 石井 颯
Loser #7 14 12 新潟第一高等学校 石井 颯 #7: 6-2 6-0 

木村 天音 小柴  美波  [2]
#19: 3-6 6-2 [10-6] 15 23 ファーストTA 木村 天音

#12: 6-4 4-6 6-4 

木村 天音 小柴  美波  [2]
Loser #8 16 4 新潟第一高等学校 小柴  美波  [2] #8: 6-1 6-1 

髙野 一華 石田 貴恵
Loser #20 Loser #13

成海 世季 石田 貴恵
#31: 6-3 6-4 #26: 6-0 6-3 

成海 世季 中村 由良
Loser #21 Loser #14

三吉 未優 石井 昊
Loser #16 Loser #9

佐々木 美早 三吉 未優 半沢  優羽  [3] 石井 昊
Loser #28 #28: 6-4 6-4 Loser #23 #23: 1-6 6-3 [10-7] 

佐々木 美早 半沢  優羽  [3]
Loser #17 Loser #10

佐々木 美早 三吉 未優 石田 環 石井 颯
#32: w.o. #30: 6-2 6-2 #27: 6-3 6-4 #25: 6-4 6-0 

富樫  七海  [4] 石田 環
Loser #18 Loser #11

富樫  七海  [4] 渡邉 心葉 石田 環 石井 颯
Loser #29 #29: w.o. Loser #24 #24: 6-3 6-2 

渡邉 心葉 石井 颯
Loser #19 Loser #12

Final Semifinals Quarterfinals Rank 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final


