
第35回ジュニア大会

男子4年以下

所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 大林ＴＳ 藤井 良成 [1]  

  藤井 良成 [1]

2  Bye   

   藤井 良成 [1]

3 朝日ジュニアテニス 稲村 朱真  6-3

  稲村 朱真  

4 JSS富山 松本 龍空 6-2  

   藤井 良成 [1]

5 朝日ジュニアテニス 佐々木 緋士  6-0

  岩木 天良  

6 こみゅてに 岩木 天良 6-3  

   岩木 天良

7 小杉ジュニアテニスクラブ 梅本 瑛斗  6-4

  小森 楓真  

8 大林ＴＳ 小森 楓真 6-1  

   町田 進次朗

9 Z-Ⅱ 鷺岡 瑞己  6-1

  町田 進次朗  

10 大林ＴＳ 町田 進次朗 6-0  

   町田 進次朗

11 小杉ジュニアテニスクラブ 髙見 優灯  6-4

  安藤 颯太  

12 エアーズ 安藤 颯太 6-0  

   町田 進次朗

13 朝日ジュニアテニス 七澤 芳人  6-0

  栄 蒼士  

14 大林ＴＳ 栄 蒼士 6-4  

   石倉 煌己 [2]

15  Bye  6-1

  石倉 煌己 [2]  

16 こみゅてに 石倉 煌己 [2]  

  

 



第35回ジュニア大会

男子５．６年生

所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 大林ＴＳ 竹内 大空 [1]  

  竹内 大空 [1]

2  Bye   

   田村 優一朗

3 エアーズ 大野 凌嗣  6-5

  田村 優一朗  

4 朝日ジュニアテニス 田村 優一朗 6-0  

   北島 旬 [11]

5 センティア 堀田 煌士郎  6-1

  北島 旬 [11]  

6 オハヨウテニスカレッジ 北島 旬 [11] 6-0  

   北島 旬 [11]

7 大林ＴＳ 広野 鉄平  6-4

  幸村 颯大 [6]  

8 こみゅてに 幸村 颯大 [6] 6-0  

   大井 悠喜

9 大林ＴＳ 山口 雅空 [4]  6-3

  山口 雅空 [4]  

10 JSS富山 長谷川 煌高 6-2  

   岩井 大輝

11 朝日ジュニアテニス 岩井 大輝  6-2

  岩井 大輝  

12 エアーズ 谷本 祐樹 6-2  

   大井 悠喜

13 大林ＴＳ 栄 虹煌  6-0

  植木 研吾 [9]  

14 魚津市テニス協会 植木 研吾 [9] 6-2  

   大井 悠喜

15 大林ＴＳ 大井 悠喜  6-1

  大井 悠喜  

16 長岡小学校 島田 大愛 [5] 6-0  

   大井 悠喜

17 魚津市テニス協会 高村 日向 [7]  6-1

  高村 日向 [7]  

18 大林ＴＳ 小杉 海智 6-2  

   高村 日向 [7]

19 センティア 萩原 健翔  6-5

  折田 桃吾  

20 朝日ジュニアテニス 折田 桃吾 6-4  

   高村 日向 [7]

21 大林ＴＳ 菅沼 碧  6-5

  境 悠真  

22 JSS富山 境 悠真 6-3  

   武村 俊佑 [3]

23 中新川郡TA 早瀬 壮馬  6-0

  武村 俊佑 [3]  

24 ロコモ－ション 武村 俊佑 [3] 6-2  

   齊藤 秀哉 [2]

25 朝日ジュニアテニス 七澤 晄士朗 [8]  6-3

  七澤 晄士朗 [8]  

26 センティア 藤山 育樹 6-3  

   荒瀬 優真 [10]

27 ロコモ－ション 荒瀬 優真 [10]  6-1

  荒瀬 優真 [10]  

28 大林ＴＳ 小川 央翔 6-0  

   齊藤 秀哉 [2]

29 魚津市テニス協会 小林 優真  6-3

  角 琉偉音  

30 大林ＴＳ 角 琉偉音 6-1  

   齊藤 秀哉 [2]

31 センティア 松永 侑大  6-0

  齊藤 秀哉 [2]  

32 Z-Ⅱ 齊藤 秀哉 [2] 6-0

  

 



第35回ジュニア大会

男子中学生-本戦

所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 TCロコモーション 野崎 大吾 [1]  

  野崎 大吾 [1]

2  Bye   

   野崎 大吾 [1]

3 片山学園中学校 佐竹 健太  6-0

  石田 大吾  

4 JSS富山 石田 大吾 6-0  

   野崎 大吾 [1]

5  Bye  6-1

  吉野 朗立  

6 片山学園中学校 吉野 朗立   

   竹林 弘太郎

7 舟橋中学校 浜野 瑛太  6-2

  竹林 弘太郎  

8 JSS富山 竹林 弘太郎 6-2  

   野崎 大吾 [1]

9 JSS富山 草東 七施 [9]  6-3

  草東 七施 [9]  

10  Bye   

   草東 七施 [9]

11 センティア 好川 鼓太朗  6-2

  好川 鼓太朗  

12  Bye   

   久野 香空 [7]

13 片山学園中学校 松原 輝  6-0

  松原 輝  

14 TCロコモーション 荒本 修希 6-1  

   久野 香空 [7]

15  Bye  6-0

  久野 香空 [7]  

16 魚津市テニス協会 久野 香空 [7]   

   野崎 大吾 [1]

17 エアーズ 安藤 涼太 [4]  6-3

  安藤 涼太 [4]  

18  Bye   

   安藤 涼太 [4]

19 JSS富山 碓井 篤哉  6-0

  坂井 新  

20 センティア 坂井 新 6-2  

   安藤 涼太 [4]

21 片山学園中学校 坂越 大士  6-2

  坂越 大士  

22 JSS富山 濱住 寿 6-2  

   柳原 大輝 [10]

23  Bye  6-0

  柳原 大輝 [10]  

24 魚津市テニス協会 柳原 大輝 [10]   

   安藤 涼太 [4]

25 片山学園中学校 村田 崇徳  6-1

  村田 崇徳  

26  Bye   

   村田 崇徳

27 JSS富山 金山 大都  6-3

  石井 大登  

28 片山学園中学校 石井 大登 6-0  

   村田 崇徳

29  Bye  6-5

  里村 昂暉  

30 JSS富山 里村 昂暉   

   田中 志門 [8]

31  Bye  6-1

  田中 志門 [8]  

32 大林ＴＳ 田中 志門 [8]   

   伊野 裕聖 [2]

33 センティア 高橋 伸瑠 [5]  6-5

  高橋 伸瑠 [5]  

34  Bye   

   高橋 伸瑠 [5]

35 JSS富山 廣田 心翔  6-0

  廣田 心翔  

36  Bye   

   高橋 伸瑠 [5]

37 片山学園中学校 吉田 朔  6-0

  吉田 朔  

38 JSS富山 青木 光央 6-4  

   吉田 朔

39  Bye  6-4

  中山 結貴  

40 センティア 中山 結貴   

   中川 蒼琉 [3]

41 JSS富山 村中 恵太朗  6-3

  村中 恵太朗  

42  Bye   

   村中 恵太朗

43 こみゅてに 川合 健太郎  6-3

  佐藤 洋志郎  

44 片山学園中学校 佐藤 洋志郎 6-3  

   中川 蒼琉 [3]

45 片山学園中学校 田尾 一真  6-1

  池田 萬  

46 JSS富山 池田 萬 6-1  

   中川 蒼琉 [3]

47  Bye  6-0

  中川 蒼琉 [3]  

48 Z-II 中川 蒼琉 [3]   

   伊野 裕聖 [2]

49 こみゅてに 荻原 優斗 [6]  6-1

  荻原 優斗 [6]  

50  Bye   

   荻原 優斗 [6]

51 JSS富山 山本 航輝  6-2

  日野 智貴  

52 片山学園中学校 日野 智貴 6-4  

   荻原 優斗 [6]

53 八尾中 中嶋 大樹  6-1

  中嶋 大樹  

54 片山学園中学校 淵澤 竜太 w.o.  

   中嶋 大樹

55  Bye  6-3

  金山 丈琉  

56 JSS富山 金山 丈琉   

   伊野 裕聖 [2]

57 舟橋中学校 平田 蒼依  6-2

  平田 蒼依  

58 片山学園中学校 峯松 栞太 6-4  

   奥村 拓矢

59 JSS富山 奥村 拓矢  6-2

  奥村 拓矢  

60  Bye   

   伊野 裕聖 [2]

61  Bye  6-0

  丸本 拓磨  

62 片山学園中学校 丸本 拓磨   

   伊野 裕聖 [2]

63  Bye  6-0

  伊野 裕聖 [2]  

64 富山市立北部中学校 伊野 裕聖 [2]  

  

 



第35回ジュニア大会

女子４年生以下

所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 大林ＴＳ 浮氣 みどり  

  浮氣 みどり

2  Bye   

   浮氣 みどり

3 小杉ジュニアテニスクラブ 佐藤 栄奈  6-1

  髙林 澪音  

4 大林ＴＳ 髙林 澪音 6-3  

   本部 成瑠美

5 エアーズ 畠山 愛生  6-4

  畠山 愛生  

6  Bye   

   本部 成瑠美

7  Bye  6-1

  本部 成瑠美  

8 大林ＴＳ 本部 成瑠美   

   本部 成瑠美

9 ロコモ－ション 牛丸 紗優織  6-2

  牛丸 紗優織  

10  Bye   

   根建 虹心

11  Bye  6-1

  根建 虹心  

12 大林ＴＳ 根建 虹心   

   根建 虹心

13 大林ＴＳ 鈴木 彩羅  6-3

  鈴木 彩羅  

14  Bye   

   武村　 百華

15  Bye  6-3

  武村　 百華  

16 ロコモ－ション 武村　 百華  

  

 



第35回ジュニア大会

女子５.６年生

所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 魚津市テニス協会 金盛 帆花 [1]  

  金盛 帆花 [1]

2  Bye   

   金盛 帆花 [1]

3 朝日ジュニアテニス 長津 丹那  6-2

  福井 璃奈  

4 Z-Ⅱ 福井 璃奈 6-0  

   佐伯 來蘭

5 ロコモ－ション 佐伯 來蘭  6-5

  佐伯 來蘭  

6 センティア 温井 花音 6-1  

   佐伯 來蘭

7 JSS富山 川上 葉菜  6-2

  宮津 奈々  

8 魚津市テニス協会 宮津 奈々 6-5  

   伊藤 叶

9 魚津市テニス協会 川岸 碧海  6-4

  川岸 碧海  

10 Z-Ⅱ 織田 悠那 6-0  

   川岸 碧海

11 こみゅてに 中嶋 萌々香  6-3

  杉森 美来  

12 大林ＴＳ 杉森 美来 6-4  

   伊藤 叶

13 パレススポーツクラブ 吉山 夏生  6-5

  加藤 千歳  

14 センティア 加藤 千歳 6-5  

   伊藤 叶

15  Bye  6-1

  伊藤 叶  

16 Z-Ⅱ 伊藤 叶  

  

 



第35回ジュニア大会

女子中学生

所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 Z-Ⅱ 杉森 彩沙夏 [1]  

  杉森 彩沙夏 [1]

2  Bye   

   山森 海穂

3 上市中学校 山本 美杏  w.o.

  山森 海穂  

4 JSS富山 山森 海穂 6-1  

   能登 香

5  Bye  6-2

  牛丸　 優織華  

6 ロコモ－ション 牛丸　 優織華   

   能登 香

7  Bye  6-1

  能登 香  

8 舟橋中学校 能登 香   

   荒井 奏音

9 呉羽中学校 廣田 彩菜  6-4

  廣田 彩菜  

10  Bye   

   渡邉 碧伊

11 JSS富山 渡邉 碧伊  6-1

  渡邉 碧伊  

12  Bye   

   荒井 奏音

13  Bye  6-0

  本部 志穂美  

14 大林ＴＳ 本部 志穂美   

   荒井 奏音

15  Bye  6-1

  荒井 奏音  

16 JSS富山 荒井 奏音   

   木下 美成

17 Z-Ⅱ 福井 麗衣  6-4

  福井 麗衣  

18  Bye   

   福井 麗衣

19 JSS富山 高野 茜浬  6-3

  高野 茜浬  

20  Bye   

   森田 愛久

21  Bye  6-3

  森田 愛久  

22 Z-Ⅱ 森田 愛久   

   森田 愛久

23  Bye  w.o.

  笹倉 あみ  

24 センティア 笹倉 あみ   

   木下 美成

25 JSS富山 中田 幸芽  6-0

  中田 幸芽  

26  Bye   

   北野 凜々杏

27 舟橋中学校 中本 杏姫  6-3

  北野 凜々杏  

28 ロコモ－ション 北野 凜々杏 6-5  

   木下 美成

29  Bye  6-0

  芳尾 美緒  

30 JSS富山 芳尾 美緒   

   木下 美成

31  Bye  6-1

  木下 美成  

32 呉羽中学校 木下 美成  

  

 


