
主 催

主 管

協 力

協 賛

期 日

スケジュール 受付時間　　　８：１０～８：４５

公式練習　８：１０～８：５０ 選手ミーティング　９：００ 試合開始　９：１５

会 場

使 用 球 ダンロップ　オーストラリアンオープン

当 日 連 絡 先

■大会役員

会 長 米山　　勉

副 会 長 法龍院　充 田中　義雄 森　　春夫 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

■競技役員

阿部　丈晴

江川　三枝子 受 付 藤井　文子

相田　久美子 古泉　美知子 佐藤　都子 渡辺　芳枝

試合規定

・全試合１タイブレークセットマッチ

・審判方法はセルフジャッジ。　

上位大会

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。

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

・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。

・本大会上位者は新潟県ジュニアリーグⅣに出場の資格を得ます。

（大会日程）　10月29日、30日

・フェアプレーを心がけましょう。

・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。

日本女子テニス連盟新潟県支部

株式会社ダンロップスポーツマーケティング

令和４年１０月１５日（土）　　（予備日　なし）

新潟市庭球場（砂入り人工芝）　　　　電話　０２５−２７６−８９００

氏名　　（　阿部　丈晴　）　　　　　　　　電話　（090-1533-7794）

ト ー ナ メ ン ト デ ィ レ ク タ ー

ト ー ナ メ ン ト レ フ ェ リ ー

ロ ー ビ ン グ ア ン パ イ ア

・トーナメント方式。

新潟市テニス協会

【結果】2022年度　新潟県秋季フューチャーズテニストーナメント

兼　新潟県ジュニアリーグ出場者選考大会

（新潟会場：15歳以下の部）

新潟県テニス協会

新潟県テニス協会ジュニア委員会



【結果】新潟県秋季フューチャーズ

2022/10/15 新潟市庭球場

13歳以下男子シングルス

優勝 前川　翔柊 T&S新発田ITS

準優勝 土田　悠真 長岡北部Jr

第３位 石野　羽琉 ファーストTA

第４位 浦澤　伊織 YeLL

13歳以下女子シングルス

優勝 小林　心遥 YeLL

準優勝 小柴　結衣 長岡北部Jr

第３位 嘉成　優亜 JSSジャンボITS

第４位 矢島　叶歩 マリンブルーTS



【ジュニア_県協会】2022 秋季フューチャーズ
BS 15
日付

15 10 2022
郡市区町村 Website

印刷済: 2022/10/15 17:58:08

Rank 所属団体 Round 1

1 23 T&S新発田ITS  加藤 大暉 [1]
2  Bye 1
3 109 さくらテニスガーデン  番場 駿
4 86 長岡北部Jr  竹村 煌
5  Bye 17
6 96 ファミリーITS  小出 諒人
7  Bye 15
8 77 柏崎JTS  佐藤 暉浦 [15]
9 57 BROS TC  堀川 朝陽 [10]

10  Bye 9
11 ファミリーITS  桑原 拓也
12  Bye 24
13  Bye 25
14 YeLL  小林 蓮真
15  Bye 7
16 55 ファーストTA  石野 羽琉 [8]
17 29 BROS TC  野尻 悠斗 [3]
18  Bye 3
19 109 ファーストTA  古嶋 佑弥
20  Bye 29
21  Bye 20
22 97 さくらテニスガーデン  浦川 凰雅
23  Bye 13
24 74 ファミリーITS  田中 絢翔 [13]
25 72 JSSジャンボITS  白井 佑樹 [11]
26  Bye 11
27 87 長岡北部Jr  土田 悠真
28  Bye 21
29 ファミリーITS  徳林 祐旭
30 BROS TC  朝日 亮佑
31  Bye 5
32 44 YeLL  神林 奏 [5]
33 45 YeLL  浦澤 伊織 [6]
34  Bye 6
35 見附市TA  尾花 悠翔
36 長岡北部Jr  野田 凰太朗
37  Bye 22
38 ファミリーITS  庄司 直央
39  Bye 12
40 73 T&S新発田ITS  原田 雄太 [12]
41 75 ファミリーITS  加瀬 喜一郎 [14]
42  Bye 14
43 BROS TC  矢沢 飛毘輝
44  Bye 19
45 85 ファミリーITS  小木 健太朗
46 95 JSSジャンボITS  永楽 亮介
47  Bye 4
48 30 さくらテニスガーデン  内山 蓮 [4]
49 54 BROS TC  小竹 尚勝 [7]
50  Bye 8
51 109 ファーストTA  西條 愛翔
52  Bye 26
53  Bye 23
54 三条ファミリーTC  青木 潤之介
55  Bye 10
56 56 ファミリーITS  田中 悠翔 [9]
57 80 JSSジャンボITS  中静 禎 [16]
58  Bye 16
59 115 長岡北部Jr  保坂 亮仁
60 107 ファミリーITS  小原 太地
61  Bye 31
62 84 さくらテニスガーデン  須田 陽輝
63  Bye 2
64 24 T&S新発田ITS  前川 翔柊 [2]

Round 2

 加藤 大暉 [1]
 #1: 
 竹村 煌
 #2: 6-4 
 小出 諒人
 #3: 
 佐藤 暉浦 [15]
 #4: 
 堀川 朝陽 [10]
 #5: 
 桑原 拓也
 #6: 
 小林 蓮真
 #7: 
 石野 羽琉 [8]
 #8: 
 野尻 悠斗 [3]
 #9: 
 古嶋 佑弥
 #10: 
 浦川 凰雅
 #11: 
 田中 絢翔 [13]
 #12: 
 白井 佑樹 [11]
 #13: 
 土田 悠真
 #14: 
 朝日 亮佑
 #15: 6-0 
 神林 奏 [5]
 #16: 
 浦澤 伊織 [6]
 #17: 
 尾花 悠翔
 #18: 7-6(2) 
 庄司 直央
 #19: 
 原田 雄太 [12]
 #20: 
 加瀬 喜一郎 [14]
 #21: 
 矢沢 飛毘輝
 #22: 
 小木 健太朗
 #23: 6-3 
 内山 蓮 [4]
 #24: 
 小竹 尚勝 [7]
 #25: 
 西條 愛翔
 #26: 
 青木 潤之介
 #27: 
 田中 悠翔 [9]
 #28: 
 中静 禎 [16]
 #29: 
 小原 太地
 #30: 6-1 
 須田 陽輝
 #31: 
 前川 翔柊 [2]
 #32: 

Round 3

 加藤 大暉 [1]
 #33: 6-2 

 佐藤 暉浦 [15]
 #34: 6-0 

 堀川 朝陽 [10]
 #35: 6-0 

 石野 羽琉 [8]
 #36: 6-0 

 野尻 悠斗 [3]
 #37: 6-2 

 田中 絢翔 [13]
 #38: 6-2 

 土田 悠真
 #39: 6-1 

 神林 奏 [5]
 #40: 7-5 

 浦澤 伊織 [6]
 #41: 6-1 

 原田 雄太 [12]
 #42: 6-2 

 加瀬 喜一郎 [14]
 #43: 6-1 

 内山 蓮 [4]
 #44: 6-0 

 西條 愛翔
 #45: 6-3 

 田中 悠翔 [9]
 #46: 6-3 

 中静 禎 [16]
 #47: 6-3 

 前川 翔柊 [2]
 #48: 6-1 

Quarterfinals

 加藤 大暉 [1]
 #49: 6-2 

 石野 羽琉 [8]
 #50: 6-3 

 田中 絢翔 [13]
 #51: 7-6(7) 

 土田 悠真
 #52: 6-1 

 浦澤 伊織 [6]
 #53: 6-2 

 加瀬 喜一郎 [14]
 #54: 6-4 

 田中 悠翔 [9]
 #55: 7-5 

 前川 翔柊 [2]
 #56: 6-1 

Semifinals

 石野 羽琉 [8]
 #57: 6-4 

 土田 悠真
 #58: 6-0 

 浦澤 伊織 [6]
 #59: 6-1 

 前川 翔柊 [2]
 #60: 6-2 

 石野 羽琉 [8]順位 3-4
 浦澤 伊織 [6]

Final

 土田 悠真
 #63: 6-4 

 前川 翔柊 [2]
 #64: 6-0 

 石野 羽琉 [8]
 #67: 7-5 

 前川 翔柊 [2]
 #68: 6-4 



【ジュニア_県協会】2022 秋季フューチャーズ
BS 15 - 順位 5-8
日付

15 10 2022
郡市区町村 Website

印刷済: 2022/10/15 17:58:08

Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals

 加藤 大暉 [1]順位 5-8

 田中 絢翔 [13]

 加瀬 喜一郎 [14]

 田中 悠翔 [9]

Final

 加藤 大暉 [1]
 #61: 6-3 

 加瀬 喜一郎 [14]
 #62: 6-3 

 田中 絢翔 [13]順位 7-8

 田中 悠翔 [9]

勝者

 加藤 大暉 [1]
 #66: 6-2 

 田中 絢翔 [13]
 #65: 6-3 



【ジュニア_県協会】2022 秋季フューチャーズ
GS 15
日付

15 10 2022
郡市区町村 Website

印刷済: 2022/10/15 17:58:08

Rank 所属団体 Round 1

1 29 YeLL  小林 心遥 [1]

2  Bye 1

3 94 長岡北部Jr  大関 萌生

4 67 JSSジャンボITS  阿部 花

5 45 マリンブルーTS  矢島 叶歩 [4]

6  Bye 3

7 ファミリーITS  田村 莉穂

8 86 長岡蒼柴SC  山口 莉果

9 65 さくらテニスガーデン  高橋 裕葦

10 72 長岡蒼柴SC  小林 咲

11  Bye 4

12 40 長岡北部Jr  小柴 結衣 [3]

13 66 JSSジャンボITS  嘉成 優亜

14 ファミリーITS  井村 菜乃

15  Bye 2

16 39 マリンブルーTS  石栗 麗夢 [2]

Quarterfinals

 小林 心遥 [1]
 #1: 

 阿部 花
 #2: 6-3 

 矢島 叶歩 [4]
 #3: 

 山口 莉果
 #4: 6-1 

 高橋 裕葦
 #5: 7-6(6) 

 小柴 結衣 [3]
 #6: 

 嘉成 優亜
 #7: 6-0 

 石栗 麗夢 [2]
 #8: 

Semifinals

 小林 心遥 [1]
 #9: 6-3 

 矢島 叶歩 [4]
 #10: 6-3 

 小柴 結衣 [3]
 #11: 6-3 

 嘉成 優亜
 #12: 6-3 

 阿部 花順位 5-8

 山口 莉果

 高橋 裕葦

 石栗 麗夢 [2]

Final

 小林 心遥 [1]
 #15: 6-3 

 小柴 結衣 [3]
 #16: 7-6(3) 

 矢島 叶歩 [4]順位 3-4

 嘉成 優亜

 阿部 花
 #13: 6-4 

 高橋 裕葦
 #14: 6-2 

 山口 莉果順位 7-8

 石栗 麗夢 [2]

勝者

 小林 心遥 [1]
 #20: 6-1 

 嘉成 優亜
 #19: 6-4 

 高橋 裕葦
 #18: 7-6(3) 

 石栗 麗夢 [2]
 #17: 6-2 


