
[ジュニア_全小] 2021 全国小学生富山県予選

GS 12-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 F142212 鵜坂小6年 宮腰 咲希 [1]  

   宮腰 咲希 [1]

2   Bye   

    宮腰 咲希 [1]

3 F179334 寺家小6年 川岸 碧海  w.o.

   川岸 碧海  

4 F181610 福岡小5年 福井 瑠奈 6-4  

    宮腰 咲希 [1]

5 F181576 呉羽小6年 杉森 美来  6-0

   杉森 美来  

6  五福小3年 武村 百華 6-0  

    岡本 結愛 [5]

7  二塚小5年 白井 咲羽  6-2

   岡本 結愛 [5]  

8 F142217 奥田北小5年 岡本 結愛 [5] 6-0  

    宮腰 咲希 [1]

9 F142229 桜井小6年 高松 佑衣 [4]  6-1 6-0

   高松 佑衣 [4]  

10  呉羽小3年 根建 虹心 6-0  

    高松 佑衣 [4]

11  速星小5年 川上 葉菜  6-1

   本部 成瑠美  

12  富山東部小4年 本部 成瑠美 7-6(5)  

    高松 佑衣 [4]

13 F178233 定塚小6年 織田 悠那  6-1

   浮氣 みどり  

14 F181573 鵜坂小4年 浮氣 みどり 6-4  

    岩崎 絢花 [7]

15 F160935 熊野小6年 中嶋 萌々香  6-1

   岩崎 絢花 [7]  

16 F179335 清流小6年 岩崎 絢花 [7] 6-2  

    藤岡 結衣 [2]

17 F160934 奥田小6年 佐伯 來蘭  9-7

   佐伯 來蘭  

18 F178231 さみさと小5年 九里 美羽 6-1  

    金盛 帆花

19 F179337 よつば小5年 金盛 帆花  7-6(2)

   金盛 帆花  

20  平米小3年 畠山 愛生 6-4  

    奥野 愛望 [3]

21 F161454 福光中部小5年 伊藤 叶  6-2

   伊藤 叶  

22  ひばり野6年 大沼 葉月 6-0  

    奥野 愛望 [3]

23   Bye  6-0

   奥野 愛望 [3]  

24 F160943 月岡小6年 奥野 愛望 [3]   

    藤岡 結衣 [2]

25 F174274 老田小5年 花崎 心乃 [6]  6-2 6-1

   宮津 奈々  

26 F179336 よつば小5年 宮津 奈々 7-5  

    根建 陽咲

27 F178381 中太閤山小5年 温井 花音  6-0

   根建 陽咲  

28 F181575 呉羽小6年 根建 陽咲 6-0  

    藤岡 結衣 [2]

29  よつば小4年 篠崎 愛菜  6-0

   鈴木 彩羅  

30  鵜坂小3年 鈴木 彩羅 7-5  

    藤岡 結衣 [2]

31   Bye  6-0

   藤岡 結衣 [2]  

32 F142218 鵜坂小6年 藤岡 結衣 [2]  

    

  順位 3-4 高松 佑衣 [4]  

   奥野 愛望 [3]

  奥野 愛望 [3] 6-4

   

  

GS 12 - 順位 5-8
選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

  順位 5-8 岡本 結愛 [5]  

   岡本 結愛 [5]

  岩崎 絢花 [7] 6-0  

    岡本 結愛 [5]

  金盛 帆花  6-0

   根建 陽咲  

  根建 陽咲 6-3

   

  順位 7-8 岩崎 絢花 [7]  

   岩崎 絢花 [7]

  金盛 帆花 6-2

   

  



[ジュニア_全小] 2021 全国小学生富山県予選

BS 12-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 M142178 定塚小5年 釜谷 充希 [1]  

   釜谷 充希 [1]

2   Bye   

    釜谷 充希 [1]

3  舟橋小5年 萩原 健翔  6-0

   萩原 健翔  

4   Bye   

    釜谷 充希 [1]

5   Bye  6-1

   町田 進次朗  

6 M167113 砺波北部小3年 町田 進次朗   

    福島 大地

7   Bye  7-6(4)

   福島 大地  

8 M181221 堀川小6年 福島 大地   

    釜谷 充希 [1]

9 M180028 平米小6年 畠山 悠生  6-1

   畠山 悠生  

10   Bye   

    植木 研吾

11 M161481 生地小6年 植木 研吾  6-3

   植木 研吾  

12   Bye   

    吉川 真央

13 M184815 宇奈月小4年 佐々木 緋士  6-1

   安藤 颯太  

14 M180030 窪小4年 安藤 颯太 6-0  

    吉川 真央

15   Bye  6-1

   吉川 真央  

16 M160948 奥田北小6年 吉川 真央   

    原田 鉄平 [3]

17 M141761 鵜坂小4年 原田 鉄平 [3]  6-2 6-4

   原田 鉄平 [3]  

18   Bye   

    原田 鉄平 [3]

19 M180972 石田小5年 折田 桃吾  6-0

   折田 桃吾  

20   Bye   

    原田 鉄平 [3]

21 M142193 砺波東部小6年 齊藤 秀哉  6-1

   齊藤 秀哉  

22 M184814 桃李小4年 稲村 朱真 6-0  

    北島 旬

23   Bye  6-3

   北島 旬  

24 M178232 田中小6年 北島 旬   

    原田 鉄平 [3]

25 M160950 東明小5年 竹内 大空  6-3

   竹内 大空  

26   Bye   

    竹内 大空

27  小杉小4年 高見 優灯  6-0

   高見 優灯  

28   Bye   

    竹内 大空

29   Bye  6-4

   山口 雅空  

30 M181577 舟橋小6年 山口 雅空   

    大田 一翔 [5]

31   Bye  7-6(7)

   大田 一翔 [5]  

32 M160944 宇奈月小5年 大田 一翔 [5]   

    岩崎 泰知 [4]

33 M160932 針原小4年 伊野 輝龍  8-3

   伊野 輝龍  

34   Bye   

    伊野 輝龍

35  成美小6年 谷本 祐樹  6-0

   谷本 祐樹  

36   Bye   

    伊野 輝龍

37   Bye  6-1

   七澤 晄士朗  

38 M172187 入善小5年 七澤 晄士朗   

    七澤 晄士朗

39   Bye  7-6(4)

   長谷川 煌高  

40  奥田小6年 長谷川 煌高   

    岩崎 泰知 [4]

41 M179444 入善小5年 岩井 大輝  6-0

   岩井 大輝  

42   Bye   

    高村 日向

43 M179338 黒部中央小5 高村 日向  6-3

   高村 日向  

44   Bye   

    岩崎 泰知 [4]

45   Bye  6-0

   小森 楓真  

46  四方小4年 小森 楓真   

    岩崎 泰知 [4]

47   Bye  6-0

   岩崎 泰知 [4]  

48 M167114 よつば小6年 岩崎 泰知 [4]   

    岩崎 泰知 [4]

49 M173447 五福小6年 武村 俊佑  6-4 6-2

   武村 俊佑  

50   Bye   

    武村 俊佑

51 M181574 荻浦小4年 藤井 良成  6-0

   藤井 良成  

52   Bye   

    武村 俊佑

53   Bye  6-4

   幸村 颯大  

54 M161672 新保小5年 幸村 颯大   

    幸村 颯大

55   Bye  6-0

   石倉 煌己  

56  豊田小4年 石倉 煌己   

    勝田 陽人 [2]

57 M160949 奥田小6年 荒瀬 優真  6-0

   荒瀬 優真  

58   Bye   

    荒瀬 優真

59  萩浦小4年 岩木 天良  6-2

   岩木 天良  

60   Bye   

    勝田 陽人 [2]

61   Bye  6-0

   大井 悠喜  

62 M172172 舟橋小6年 大井 悠喜   

    勝田 陽人 [2]

63   Bye  6-4

   勝田 陽人 [2]  

64 M142185 西田地方小6年 勝田 陽人 [2]  

    

  順位  3-4 釜谷 充希 [1]  

   勝田 陽人 [2]

  勝田 陽人 [2] 6-1

   

  

BS 12 - 順位 5-8
選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

  順位  5-8 吉川 真央  

   吉川 真央

  竹内 大空 6-2  

    伊野 輝龍

  伊野 輝龍  6-4

   伊野 輝龍  

  武村 俊佑 6-2

   

  順位  7-8 竹内 大空  

   武村 俊佑

  武村 俊佑 6-3

   

  



[ジュニア_全中] 2021 全国中学生富山県予選

GS15-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 F181772 岩瀬中3年 伊藤 千遥 [1]  

   伊藤 千遥 [1]

2   Bye   

    伊藤 千遥 [1]

3 F179987 上市中3年 山本 汐莉  6-0

   山本 汐莉  

4  呉羽中3年 佐崎 望実 6-0  

    伊藤 千遥 [1]

5 F177842 呉羽中1年 島田 煌心  6-0

   島田 煌心  

6 F181622 堀川中2年 芳尾 美緒 6-0  

    大﨑 理湖 [6]

7 F161483 出町中2年 杉森 彩沙夏  6-3

   大﨑 理湖 [6]  

8 F142179 高岡西部中3年 大﨑 理湖 [6] 6-3  

    吉江 優楽 [3]

9 F81740 大谷中3年 吉江 優楽 [3]  6-4 4-6 6-2

   吉江 優楽 [3]  

10   Bye   

    吉江 優楽 [3]

11  東部中1年 本部 志穂美  6-1

   齊藤 颯花  

12 F161453 井波中1年 齊藤 颯花 6-0  

    吉江 優楽 [3]

13 F181238 上市中3年 石黒 美空  6-0

   三輪 凛  

14 F161473 堀川中2年 三輪 凛 6-1  

    三輪 凛

15 F160941 興南中1年 若尾 梨々花  6-4

   釜谷 美咲希 [8]  

16 F142180 高陵中2年 釜谷 美咲希 [8] 6-2  

    吉江 優楽 [3]

17 F161670 興南中1年 幸村 彩永 [7]  8-5

   幸村 彩永 [7]  

18 F179985 上市中3年 堀田 莉歩 6-0  

    幸村 彩永 [7]

19 F181611 福岡中1年 福井 麗依  6-0

   網本 旬花  

20 F160933 堀川中1年 網本 旬花 6-3  

    草東 芭奈 [4]

21 F181240 上市中3年 寺西 徠愛  6-1

   廣田 彩菜  

22 F180982 呉羽中3年 廣田 彩菜 6-2  

    草東 芭奈 [4]

23 F181242 上市中3年 村上 富美  6-0

   草東 芭奈 [4]  

24 F142173 新庄中3年 草東 芭奈 [4] 6-0  

    上田 晴菜 [2]

25 F141757 岩瀬中2年 瀬知 いずみ [5]  6-3 7-5

   瀬知 いずみ [5]  

26 F172176 月岡中2年 吉田 釉菜 6-1  

    瀬知 いずみ [5]

27  呉羽中3年 城石 悠那  6-0

   瀧前 由奈  

28 F181239 上市中3年 瀧前 由奈 6-4  

    上田 晴菜 [2]

29 F161482 庄西中2年 森田 愛久  6-1

   深浦 李心  

30 F172733 戸出中3年 深浦 李心 7-5  

    上田 晴菜 [2]

31   Bye  6-0

   上田 晴菜 [2]  

32 F141766 堀川中2年 上田 晴菜 [2]  

    

  順位 3-4 伊藤 千遥 [1]  

   伊藤 千遥 [1]

  草東 芭奈 [4] 6-3

   

  

GS15 - 順位 5-8
選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

  順位 5-8 大﨑 理湖 [6]  

   三輪 凛

  三輪 凛 6-0  

    瀬知 いずみ [5]

  幸村 彩永 [7]  6-4

   瀬知 いずみ [5]  

  瀬知 いずみ [5] 6-1

   

  順位 7-8 大﨑 理湖 [6]  

   幸村 彩永 [7]

  幸村 彩永 [7] 6-1

   

  



[ジュニア_全中] 2021 全国中学生富山県予選

BS15-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 M142172 北部中3年 茂住 隼矢 [1]  

   茂住 隼矢 [1]

2   Bye   

    茂住 隼矢 [1]

3 M179339 富山南部中1年 里村 昂暉  6-0

   上田 昊亜  

4 M181237 上市中2年 上田 昊亜 6-3  

    茂住 隼矢 [1]

5 M179340 大泉中1年 竹林　 弘太郎  6-3

   柳原 大輝  

6 M161480 明峰中1年 柳原 大輝 6-0  

    髙林 直偉人 [13]

7 M181222 速星中1年 増山　 力斗  6-0

   髙林 直偉人 [13]  

8 M142188 藤ノ木中1年 髙林 直偉人 [13] 6-0  

    茂住 隼矢 [1]

9 M160946 上市中2年 吉田 一吹 [11]  6-0

   吉田 一吹 [11]  

10 M141768 堀川中3年 吉田 信 6-3  

    吉田 一吹 [11]

11  奥田中1年 石川 稜登  6-0

   松澤 奏都  

12 M178390 舟橋中3年 松澤 奏都 6-0  

    吉田 一吹 [11]

13 M142175 堀川中1年 草東 七施  6-1

   萩原　 快翔  

14 M178389 舟橋中3年 萩原　 快翔 6-2  

    萩原　 快翔

15   Bye  6-3

   黒瀬 創太 [6]  

16 M81766 小杉中3年 黒瀬 創太 [6]   

    茂住 隼矢 [1]

17 M141759 速星中2年 原田 瞭平 [3]  6-3 6-7(6) 6-1

   原田 瞭平 [3]  

18   Bye   

    原田 瞭平 [3]

19 M160937 水橋中1年 中山 結貴  6-0

   小川 立拳  

20 M181234 上市中3年 小川 立拳 6-2  

    原田 瞭平 [3]

21  上市中3年 山崎 拓海  6-0

   登藤 蒼生  

22 M160928 舟橋中3年 登藤 蒼生 6-0  

    中川 蒼琉 [16]

23 M142200 片山中3年 村田 崇徳  6-1

   中川 蒼琉 [16]  

24 M161450 南星中1年 中川 蒼琉 [16] 6-1  

    奥村 風夢 [7]

25 M81613 呉羽中2年 新村 快心 [10]  6-4

   新村 快心 [10]  

26 M181625 堀川中2年 村中 恵太朗 6-0  

    新村 快心 [10]

27 M141769 北部中2年 西村 理立  6-3

   西村 理立  

28 M186056 片山中2年 伊野部 桜雅 6-0  

    奥村 風夢 [7]

29 M161478 清明中3年 植木 巧磨  6-2

   町田 陵太朗  

30 M81690 出町中2年 町田 陵太朗 6-2  

    奥村 風夢 [7]

31   Bye  6-0

   奥村 風夢 [7]  

32 M81748 大門中3年 奥村 風夢 [7]   

    茂住 隼矢 [1]

33 M141764 中田中3年 山岸 修輔 [5]  8-3

   山岸 修輔 [5]  

34   Bye   

    山岸 修輔 [5]

35 M179615 水橋中1年 小林 龍生  6-0

   坂越 大士  

36 M173241 片山中3年 坂越 大士 6-0  

    山岸 修輔 [5]

37  新庄中2年 坂井 新  6-3

   森内 史杜  

38 M161477 東部中3年 森内 史杜 6-0  

    道岸 優太 [12]

39 M141772 北部中2年 荻原 優斗  6-4

   道岸 優太 [12]  

40 M141756 奥田中2年 道岸 優太 [12] 6-0  

    山岸 修輔 [5]

41 M141755 明峰中2年 山田 結斗 [15]  6-4

   山田 結斗 [15]  

42 M141784 堀川中1年 東 蒼人 6-1  

    山田 結斗 [15]

43  魚津東部中1年 久野 香空  6-3

   久野 香空  

44 M179617 新庄中1年 石川 絢梧 6-1  

    布村 旺志朗 [4]

45 M142185 堀川中1年 石田 大悟  6-1

   石田 大悟  

46 M181233 上市中3年 石川 凌雅 6-2  

    布村 旺志朗 [4]

47   Bye  6-0

   布村 旺志朗 [4]  

48 M81724 杉原中1年 布村 旺志朗 [4]   

    山岸 修輔 [5]

49 M142192 庄西中2年 齊藤 圭汰 [8]  6-3 6-1

   齊藤 圭汰 [8]  

50  魚津東部中3年 田中 敬惺 6-2  

    齊藤 圭汰 [8]

51 M179984 上市中3年 寺林 煌羽  6-1

   小澤 英弥  

52 M178330 芝園中1年 小澤 英弥 6-1  

    齊藤 圭汰 [8]

53 M167116 北部中1年 田中 志門  6-2

   田中 志門  

54 M186061 片山中2年 田尾 一真 6-4  

    鈴木 優央 [9]

55 M177746 新庄中3年 高橋 伸瑠  6-4

   鈴木 優央 [9]  

56 M141773 速星中2年 鈴木 優央 [9] 6-4  

    原田 駿平 [2]

57 M142204 北部中3年 伊野 裕聖 [14]  4-1 Ret.

   伊野 裕聖 [14]  

58 M186063 片山中2年 松原 輝 6-0  

    伊野 裕聖 [14]

59 M180027 西條中1年 安藤 涼太  6-3

   安藤 涼太  

60 M160930 舟橋中1年 登藤 遥生 6-0  

    原田 駿平 [2]

61 M179619 新庄中3年 田村 耀太  6-2

   野中 宥歩  

62 M178388 舟橋中3年 野中 宥歩 6-2  

    原田 駿平 [2]

63   Bye  6-0

   原田 駿平 [2]  

64 M141760 速星中2年 原田 駿平 [2]  

    

  順位  3-4 奥村 風夢 [7]  

   奥村 風夢 [7]

  原田 駿平 [2] 6-0

   

  

BS15 - 順位 5-8
選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

  順位  5-8 吉田 一吹 [11]  

   原田 瞭平 [3]

  原田 瞭平 [3] 6-1  

    布村 旺志朗 [4]

  布村 旺志朗 [4]  6-4

   布村 旺志朗 [4]  

  齊藤 圭汰 [8] w.o.

   

  順位  7-8 吉田 一吹 [11]  

   吉田 一吹 [11]

  齊藤 圭汰 [8] w.o.

   

  



[ジュニア_全中] 2021 全国中学生富山県予選

中学女子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

F181223 呉羽中3年 広野 玲良

1 F181219 呉羽中3年 木下 美成 広野 玲良

   木下 美成

2   Bye  広野 玲良

Ｆ179977 堀川中2年 渡邉 碧伊  木下 美成

3 F179976 堀川中2年 荒井 奏音 渡邉 碧伊 6-1

   荒井 奏音  

4   Bye  広野 玲良

 堀川中2年 山口 愛佳  木下 美成

5 F181623 堀川中2年 山森 海穂 山田 楓乃 6-2

F142234 小杉中1年 山田 楓乃 ｸﾝｸｼﾞｬｴﾜ ｿﾌｨｱ  

6 F178400 小杉中3年 ｸﾝｸｼﾞｬｴﾜ ｿﾌｨｱ 6-4 山田 楓乃

    ｸﾝｸｼﾞｬｴﾜ ｿﾌｨｱ

7   Bye 山﨑 美悠 6-1

F181241 上市中3年 山﨑 美悠 笹倉 あみ  

8 F179986 上市中3年 笹倉 あみ  

   渡邉 碧伊

  順位 3-4 荒井 奏音 渡邉 碧伊

  山﨑 美悠 荒井 奏音

  笹倉 あみ 6-4

   

  



[ジュニア_全中] 2021 全国中学生富山県予選

中学男子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

M142190 堀川中2年 石井 英吉

1 M142181 堀川中3年 野崎 大吾 石井 英吉

 呉羽中2年 土田 暖大 野崎 大吾

2  呉羽中2年 岡崎 蒼 6-0 石井 英吉

M181236 上市中3年 杉本 優樹  野崎 大吾

3 M179978 上市中3年 阿閉 友哉 杉本 優樹 6-3

M186059 片山学園中2年 佐藤 洋志郎 阿閉 友哉  

4 M186062 片山学園中2年 峯松 栞大 6-3 石井 英吉

M179982 上市中3年 寺崎 達郎  野崎 大吾

5 M179979 上市中3年 石田 陽向 寺崎 達郎 6-3

M173245 片山学園中3年 吉田 朔 石田 陽向  

6 M173238 片山学園中3年 石井 大登 6-0 寺崎 達郎

M181628 堀川中2年 山本 凌河  石田 陽向

7  堀川中2年 池田 萬 古田 悠悟 6-3

M184230 舟橋中2年 古田 悠悟 堀井 義人  

8 M184231 舟橋中2年 堀井 義人 6-3 石井 英吉

M179983 上市中3年 村上 空蓮  野崎 大吾

9 M181235 上市中3年 池田 静児 村上 空蓮 6-1

M173244 片山学園中3年 吉野 朗立 池田 静児  

10 M173242 片山学園中3年 淵澤 竜太 6-4 土田 睡蓮

M180983 呉羽中3年 土田 睡蓮  稲林 直人

11 M181220 呉羽中3年 稲林 直人 土田 睡蓮 6-1

M184232 舟橋中2年 平田 蒼依 稲林 直人  

12 M184229 舟橋中2年 浜野 瑛太 6-0 加田 篤志

M186064 片山学園中2年 丸本 拓磨  老月 鴻介

13 M186060 片山学園中2年 佐竹 健太 柴木 琉唯 7-6(7)

M179981 上市中3年 柴木 琉唯 澤井 翔哉  

14 M179980 上市中3年 澤井 翔哉 6-0 加田 篤志

M184233 舟橋中2年 太田 昌吾  老月 鴻介

15 M184234 舟橋中2年 嶋崎 寛大 加田 篤志 6-2

M180984 呉羽中3年 加田 篤志 老月 鴻介  

16 M181006 呉羽中3年 老月 鴻介 6-0

   寺崎 達郎

  順位 3-4 石田 陽向 土田 睡蓮

  土田 睡蓮 稲林 直人

  稲林 直人 6-4

   

  




