
期　　日 ２０２２年４月２３日(土)～２４日(日)　　予備日２９日(金・祝)

会　　場 長岡市営希望が丘テニス場

日　　程 ２３日（土） ２４日（日）

１８歳以下男子シングルス　（64） １Ｒ～Ｆ －

１８歳以下男子ダブルス　（28） － １Ｒ～Ｆ

１８歳以下女子シングルス　（50） － １Ｒ～F

１８歳以下女子ダブルス　（24） １Ｒ～Ｆ －

受付時刻 午前８時～午前８時４５分締切
公式練習 午前８時～８時４０分　　　選手ミーティング：８時５０分　　　試合開始：９時予定

主　　催 新潟県テニス協会
主　　管 新潟県テニス協会ジュニア委員会
協　　力 長岡市テニス協会

ディレクター 小杉　秀一 ｱｼｽﾀﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 吉原　　聡

レフェリー 高橋　重人 アシスタントレフェリー 石原　法男

本部スタッフ 長岡市テニス協会ジュニア委員会

ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞｱﾝﾊﾟｲｱ 日本精機㈱テニス部、YONEX㈱テニス部、長岡市テニス協会

試合方法 １セットマッチ（６－６タイブレーク）

審　　判 セルフジャッジ

大会使用球 YONEX　TOUR　PLATINUM

参 加 料 シングルス／１人２,６００円　　ダブルス／１組２,６００円　（当日受付時徴収）

そ の 他 1

登録ホームページアドレス　　http://star-ships.jp/jr_tennis/
（新潟県テニス協会ジュニア委員会）

2 試合進行は本部掲示のオーダーオブプレーに従って進行します。

3

4 試合前の練習は各自サーブ４本とする。
5

6 コンプレッションショーツ(足首丈）の着用を許可します。
7 上記以外は、JTAテニスルール2022を適用する。
8 天候等やむを得ない状況が起きた場合は要項が変更になることがあります。
9

県大会へのエントリーは速やかに選手が各自行うこと。
10

問合せ先 石原法男　090-4536-0090　　nagaokashi-ta-ni@nct9.ne.jp

県大会出場選手は、新潟県テニス協会ジュニア選手登録をしなければならない。
（県大会当日に登録可能）

※枠数が追加の場合があるので県ジュニア委員会のホームページで確認してください。

  2022 全日本ジュニアテニス選手権
新潟県中越地区予選会（U18）

種　　　目

競技役員

競技上の注意

◎　参加料に日本テニス協会のワンコイン制度金１００円を含みます。ワンコインは制度金はナショナル
トレーニングセンターの運営を支えています。

高体連加盟のテニス部以外で出場する選手は新潟県テニス協会ジュニア委員会ジュニ
ア選手登録が必要です。【選手登録料1,000円】

前の試合が終了したら速やかにコートに入って試合を開始すること。終了後１０分以内に
コートに入らない選手は棄権とみなします。
選手はオーダーオブプレーの次の試合に試合番号が掲示されたら、番号の小さい方の
選手が本部からボールとスコアーカードをもらって、試合コートの脇で待機をしているこ
と。

試合が終了したら速やかにコートブラシをかけて、勝者はスコアカードに結果を記入し、
ボールを持って本部に報告をすること。

シングルス上位５名、ダブルス上位４組は、５月７・８日に新潟市庭球場で行われる、新潟
県予選会の出場資格を与えます。（辞退はできません。）

参加者は感染症予防のため、当日朝の検温して感染症拡大防止健康チェックシートを記入し

て大会受付時に提出してください。チェックシートは長岡市テニス協会のホームページからダ

ウンロードできます。 当日体調不良の方は参加、入場できません。

『マスクの着用、手指の消毒、密閉・密集・密接を避ける。』 を徹底しましょう。

引率・応援・観客の方はできるだけ少人数でマスク着用などを徹底してください。
◎ 大会終了後７日以内に新型コロナ感染症の感染が判明した場合は、大会問合せ先

に連絡してください。

結果



2022全日本ジュニアテニス選手権新潟県中越地区予選会
期日／令和４年４月２３日・２４日
会場／長岡市希望が丘テニス場

成　績　表

１８歳以下男子シングルス
１位 野島　漣音 長岡北部ジュニア

２位 河治　　樹 長岡高

３位 酒井　志央 長岡高

４位 野川　太陽 長岡向陵高

５位 田部谷　祐人 長岡高

６位 笠原　望史 長岡高

７位 間瀬口　栄斗 長岡高

８位 小林　尚斗 長岡向陵高

１８歳以下男子ダブルス
田部谷　祐人 長岡高

酒井　志央 長岡高

河治　　樹 長岡高

間瀬口　栄斗 長岡高

小林　尚斗 長岡向陵高

野川　太陽 長岡向陵高

坂田　柊右 長岡高

笠原　望史 長岡高

畠山　久生 三条高

高山　青波 三条高

１８歳以下女子シングルス
１位 大関　優和 長岡高

２位 水野　裕理 長岡高

３位 長谷川　未空 長岡高

４位 佐藤　彩佳 長岡大手高

５位 陶山　萌奈美 帝京長岡高

６位 中村　美咲 帝京長岡高

７位 田村　涼香 六日町高

８位 井口　心愛 長岡大手高

１８歳以下女子ダブルス
大関　優和 長岡高

水野　裕理 長岡高

中村　由良 帝京長岡高

陶山　萌奈美 帝京長岡高

佐藤　彩佳 長岡大手高

小林　芽生 長岡大手高

田村　涼香 六日町高

高村　七夏 六日町高

中村　美咲 帝京長岡高

鷲尾　梨桜 帝京長岡高

シングルス５位以上、ダブルス４位以上の選手（組）は下記県大会に出場する。

2022　全日本ジュニア テニス選手権新潟県予選大会（U18）
期日／令和４年５月７～８日
会場／新潟市庭球場 

※枠数が追加の場合があるので県ジュニア委員会のホームページで確認してください。

４位

５位

１位

２位

３位

５位
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４位



2022全全全ジジジジ中中中中中中中中U18
BS 18

全日

23 - 24 4 2022

郡郡中郡郡 Website

印印印: 2022/04/25 13:41:21

Rank 所所所所 Round 1

1 19 長長長長長  野野 太太 [1]

2 小小小長  小小小 瑛瑛

3 小小小長  郡小 海

4 帝帝長長長  椛椛 寿寿

5 長長長長長  池池 悟悟

6 三三長  中野 淳淳

7 小小小長  片片 中大

8 三三長  中野 虎中虎 [15]

9 三三長  板板 省省 [9]

10 小小小長  佐佐 翠

11 三三長  小野椛 圭瑛

12 帝帝長長長  猪猪 昌昌

13 加加長  清清 佑佑

14 帝帝長長長  小山 幹太

15 長長長長長  佐佐 広広

16 長長長  間間山 栄栄 [7]

17 29 長長長  河河 樹 [4]

18 長長長長長  星 洋洋

19 三三長  今今 優

20 長長長  早野 倫昌

21 帝帝長長長  立野 璃璃

22 長長長長長  小小 加加

23 六全郡長  内池 旺佑

24 長長長長長  八八 耕耕 [9]

25 三三長  長小 青青 [9]

26 長長長長長  佐佐 優優

27 長長中長長  恩池 光

28 帝帝長長長  廣野 聡聡聡

29 加加長  小小 聖聖

30 三三長  番番 智智

31 小小小長  岩池 小璃

32 43 長長長  池田小 祐瑛 [5]

33 43 長長長  酒今 悟志 [5]

34 六全郡長  全間 龍瑛

35 長長長長長  髙髙 樹

36 帝帝長長長  佐佐 裕太

37 長長長長長  佐佐 大中

38 長長長  坂池 柊柊

39 長長長  髙髙 昴

40 長長長長長  佐佐 華華 [9]

41 長長長  今山 太太 [9]

42 小小小長  星 聡一

43 長長長長長  西野 優優

44 長長長  恩池 圭圭

45 加加長  坪小 優樹

46 小小小長  西西 咲太虎

47 三三長  野全 夏小

48 29 長長長  笠笠 望望 [3]

49 長長長長長  小小 尚栄 [8]

50 小小小長  青青 龍龍耕

51 長長長長長  小山 翼

52 加加長  金金 侑侑

53 長長長長長  石髙 新中

54 三三長  熊熊 宗聡虎

55 十全郡長  青 太佑

56 三三長  阿田 晃晃 [9]

57 三三長  畠小 久久 [15]

58 六全郡長  木郡 颯太

59 三三長  野川 優太

60 加加長  木郡 航清

61 加加長  内佐 由由

62 六全郡長  保坂 凛

63 長長長  腰中 真中

64 26 長長長田ジジジジ  野野 漣漣 [2]

Round 2

 野野 太太 [1]
 #1: 6-1 

 椛椛 寿寿
 #2: 6-0 

 中野 淳淳
 #3: 6-3 

 片片 中大
 #4: 6-2 

 板板 省省 [9]
 #5: 6-0 

 猪猪 昌昌
 #6: 6-4 

 小山 幹太
 #7: 6-0 

 間間山 栄栄 [7]
 #8: 6-1 

 河河 樹 [4]
 #9: 6-0 

 今今 優
 #10: 6-3 

 小小 加加
 #11: 6-1 

 八八 耕耕 [9]
 #12: 6-1 

 長小 青青 [9]
 #13: 6-0 

 廣野 聡聡聡
 #14: 6-0 

 番番 智智
 #15: 6-2 

 池田小 祐瑛 [5]
 #16: 6-1 

 酒今 悟志 [5]
 #17: 6-0 

 髙髙 樹
 #18: 6-0 

 坂池 柊柊
 #19: 6-0 

 佐佐 華華 [9]
 #20: 6-4 

 今山 太太 [9]
 #21: 6-1 

 恩池 圭圭
 #22: 6-4 

 西西 咲太虎
 #23: 6-4 

 笠笠 望望 [3]
 #24: 6-1 

 小小 尚栄 [8]
 #25: 6-0 

 小山 翼
 #26: 6-1 

 熊熊 宗聡虎
 #27: 6-3 

 阿田 晃晃 [9]
 #28: 6-1 

 畠小 久久 [15]
 #29: 6-0 

 木郡 航清
 #30: 6-2 

 保坂 凛
 #31: 7-6(8) 

 野野 漣漣 [2]
 #32: 6-0 

Round 3

 野野 太太 [1]
 #33: 6-1 

 中野 淳淳
 #34: 6-1 

 板板 省省 [9]
 #35: 6-0 

 間間山 栄栄 [7]
 #36: 6-0 

 河河 樹 [4]
 #37: 6-0 

 八八 耕耕 [9]
 #38: 6-3 

 長小 青青 [9]
 #39: 6-0 

 池田小 祐瑛 [5]
 #40: 6-0 

 酒今 悟志 [5]
 #41: 6-0 

 坂池 柊柊
 #42: 6-4 

 今山 太太 [9]
 #43: 7-5 

 笠笠 望望 [3]
 #44: 6-2 

 小小 尚栄 [8]
 #45: 6-2 

 阿田 晃晃 [9]
 #46: 6-1 

 畠小 久久 [15]
 #47: 6-0 

 野野 漣漣 [2]
 #48: 6-0 

Quarterfinals

 野野 太太 [1]
 #49: 6-2 

 間間山 栄栄 [7]
 #50: 6-1 

 河河 樹 [4]
 #51: 6-0 

 池田小 祐瑛 [5]
 #52: 6-1 

 酒今 悟志 [5]
 #53: 6-1 

 笠笠 望望 [3]
 #54: 6-0 

 小小 尚栄 [8]
 #55: 3-2 Ret.

 野野 漣漣 [2]
 #56: 6-0 

Semifinals

 野野 太太 [1]
 #57: 6-2 

 河河 樹 [4]
 #58: 6-0 

 酒今 悟志 [5]
 #59: 7-6(3) 

 野野 漣漣 [2]
 #60: 6-0 

 野野 太太 [1]順順 3-4

 酒今 悟志 [5]

Final

 河河 樹 [4]
 #63: 6-0 

 野野 漣漣 [2]
 #64: 6-2 

 酒今 悟志 [5]
 #67: 7-6(2) 

 野野 漣漣 [2]
 #68: 7-5 



2022全全全ジジジジ中中中中中中中中U18
BS 18 - 順順 5-8

全日

23 - 24 4 2022

郡郡中郡郡 Website

印印印: 2022/04/25 13:41:21

Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals

 間間山 栄栄 [7]順順 5-8

 池田小 祐瑛 [5]

 笠笠 望望 [3]

 小小 尚栄 [8]

Final

 池田小 祐瑛 [5]
 #61: 6-0 

 笠笠 望望 [3]
 #62: 6-0 

 間間山 栄栄 [7]順順 7-8

 小小 尚栄 [8]

勝勝

 池田小 祐瑛 [5]
 #66: 6-4 

 間間山 栄栄 [7]
 #65: 6-0 



2022全全全ジジジジ中中中中中中中中U18
GS 18

全日

23 - 24 4 2022

郡郡中郡郡 Website

印印印: 2022/04/25 13:41:21

Rank 所所所所 Round 1

1 12 長長長  中大 優侑 [1]

2  Bye 1

3 六全郡長  佐佐 美優

4 長長中長長  中髙 こここ

5  Bye 17

6 小小小長  大 優優

7 三三長  吉笠 菫

8 中中長  長野 禾禾

9 長長長  西郡 美美

10  Bye 9

11 六全郡長  小山 友優

12 小小小長  池郡 萌夏

13 長長中長長  大 朱朱

14 三三長  永笠 依依

15  Bye 7

16 六全郡長  池郡 涼涼 [7]

17 30 帝帝長長長  陶小 萌優美 [3]

18  Bye 3

19 小小小長  小野 依久

20 六全郡長  松今 菜菜

21 長長中長長  小 花漣

22 長長長  阿田 あああ

23 帝帝長長長  長郡 秋花

24 長長中長長  郡小 柊柊 [9]

25 長長中長長  椛椛 聡一

26  Bye 11

27 三三長  笠 夕夕

28 長長中長長  齊佐 茉柊華

29 六全郡長  五十五 青朱

30 長長長  髙佐 珠美

31  Bye 5

32 40 長長中長長  佐佐 彩彩 [4]

33 長長長  長小野 未璃 [7]

34  Bye 6

35 三三長  池中 優花

36 帝帝長長長  小中 楓

37 六全郡長  池中 心心

38 長長中長長  古池野 まああ

39  Bye 12

40 六全郡長  長郡 七夏 [9]

41 六全郡長  飯飯 咲咲

42 長長中長長  堀椛 理心

43 長長中長長  桑笠 寧菜

44 三三長  櫻今 心心

45 六全郡長  南南 優

46 小小小長  稲野 玲優

47  Bye 4

48 40 長長中長長  今山 心心 [4]

49 40 帝帝長長長  中郡 美咲 [4]

50  Bye 8

51 三三長  溝山 小小

52 小小小長  河野 太菜

53 小小小長  行行 花

54 帝帝長長長  鷲鷲 梨梨

55  Bye 10

56 長長中長長  小小 芽久 [9]

57 長長中長長  石野 あゆ

58  Bye 16

59 長長長  伴内 美優

60 長長中長長  樋山 結菜

61 帝帝長長長  新池 典加

62 三三長  金真 間南

63  Bye 2

64 18 長長長  清野 裕理 [2]

Round 2

 中大 優侑 [1]
 #1: 

 中髙 こここ
 #2: 6-1 

 大 優優
 #3: 

 長野 禾禾
 #4: 6-1 

 西郡 美美
 #5: 

 小山 友優
 #6: 6-3 

 大 朱朱
 #7: 6-0 

 池郡 涼涼 [7]
 #8: 

 陶小 萌優美 [3]
 #9: 

 小野 依久
 #10: 6-0 

 阿田 あああ
 #11: 6-0 

 郡小 柊柊 [9]
 #12: 6-1 

 椛椛 聡一
 #13: 

 齊佐 茉柊華
 #14: 6-2 

 髙佐 珠美
 #15: 6-0 

 佐佐 彩彩 [4]
 #16: 

 長小野 未璃 [7]
 #17: 

 池中 優花
 #18: w.o.

 古池野 まああ
 #19: 6-4 

 長郡 七夏 [9]
 #20: 

 堀椛 理心
 #21: 6-0 

 桑笠 寧菜
 #22: 6-0 

 稲野 玲優
 #23: 6-1 

 今山 心心 [4]
 #24: 

 中郡 美咲 [4]
 #25: 

 河野 太菜
 #26: w.o.

 鷲鷲 梨梨
 #27: 6-1 

 小小 芽久 [9]
 #28: 

 石野 あゆ
 #29: 

 伴内 美優
 #30: 6-2 

 新池 典加
 #31: 6-1 

 清野 裕理 [2]
 #32: 

Round 3

 中大 優侑 [1]
 #33: 6-0 

 大 優優
 #34: 7-5 

 小山 友優
 #35: 7-5 

 池郡 涼涼 [7]
 #36: 6-0 

 陶小 萌優美 [3]
 #37: 6-4 

 阿田 あああ
 #38: 6-4 

 齊佐 茉柊華
 #39: 7-6(5) 

 佐佐 彩彩 [4]
 #40: 6-4 

 長小野 未璃 [7]
 #41: 6-0 

 長郡 七夏 [9]
 #42: 6-0 

 堀椛 理心
 #43: 6-0 

 今山 心心 [4]
 #44: 6-4 

 中郡 美咲 [4]
 #45: 6-4 

 小小 芽久 [9]
 #46: 6-2 

 伴内 美優
 #47: 6-2 

 清野 裕理 [2]
 #48: 6-0 

Quarterfinals

 中大 優侑 [1]
 #49: 6-0 

 池郡 涼涼 [7]
 #50: 6-3 

 陶小 萌優美 [3]
 #51: 6-2 

 佐佐 彩彩 [4]
 #52: 6-1 

 長小野 未璃 [7]
 #53: 6-0 

 今山 心心 [4]
 #54: 6-4 

 中郡 美咲 [4]
 #55: 6-2 

 清野 裕理 [2]
 #56: 6-1 

Semifinals

 中大 優侑 [1]
 #57: 6-0 

 佐佐 彩彩 [4]
 #58: 7-5 

 長小野 未璃 [7]
 #59: 6-3 

 清野 裕理 [2]
 #60: 6-1 

 佐佐 彩彩 [4]順順 3-4

 長小野 未璃 [7]

Final

 中大 優侑 [1]
 #63: 6-1 

 清野 裕理 [2]
 #64: 6-0 

 長小野 未璃 [7]
 #67: 6-1 

 中大 優侑 [1]
 #68: 6-1 



2022全全全ジジジジ中中中中中中中中U18
GS 18 - 順順 5-8

全日

23 - 24 4 2022

郡郡中郡郡 Website

印印印: 2022/04/25 13:41:21

Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals

 池郡 涼涼 [7]順順 5-8

 陶小 萌優美 [3]

 今山 心心 [4]

 中郡 美咲 [4]

Final

 陶小 萌優美 [3]
 #61: 6-1 

 中郡 美咲 [4]
 #62: 6-3 

 池郡 涼涼 [7]順順 7-8

 今山 心心 [4]

勝勝

 陶小 萌優美 [3]
 #66: 6-2 

 池郡 涼涼 [7]
 #65: 7-6(3) 



2022全全全ジジジジ中中中中中中中中U18
BD 18

全日

23 - 24 4 2022

郡郡中郡郡 Website

印印印: 2022/04/25 13:41:21

Rank 所所所所 Round 1

1 長長長
長長長  坂池 柊柊 [1]

 笠笠 望望

2 
 
 Bye 1

3 帝帝長長長
帝帝長長長  佐佐 裕太

 小山 幹太

4 三三長
三三長  野川 優太

 野全 夏小

5 長長長長長
長長長長長  星 洋洋

 西野 優優

6 三三長
三三長  中野 淳淳

 熊熊 宗聡虎

7 帝帝長長長
帝帝長長長  猪猪 昌昌

 立野 璃璃

8 三三長
三三長  中野 虎中虎 [5]

 阿田 晃晃

9 長長長
長長長  河河 樹 [4]

 間間山 栄栄

10 
 
 Bye 3

11 長長長長長
長長長長長  佐佐 優優

 池池 悟悟

12 小小小長
小小小長  片片 中大

 西西 咲太虎

13 長長長長長
長長長長長  小山 翼

 石髙 新中

14 小小小長
小小小長  佐佐 翠

 青青 龍龍耕

15 六全郡長
六全郡長  保坂 凛

 木郡 颯太

16 三三長
三三長  畠小 久久 [5]

 長小 青青

17 長長長長長
長長長長長  佐佐 華華 [5]

 八八 耕耕

18 小小小長
小小小長  小小小 瑛瑛

 星 聡一

19 長長長
長長長  恩池 圭圭

 髙髙 昴

20 三三長
三三長  小野椛 圭瑛

 番番 智智

21 長長長長長
長長長長長  佐佐 広広

 髙髙 樹

22 六全郡長
六全郡長  内池 旺佑

 全間 龍瑛

23 
 
 Bye 4

24 長長長
長長長  池田小 祐瑛 [3]

 酒今 悟志

25 三三長
三三長  今今 優 [5]

 板板 省省

26 帝帝長長長
帝帝長長長  廣野 聡聡聡

 椛椛 寿寿

27 十全郡長
十全郡長  桑笠 真真

 清清 明明

28 長長長
長長長  今山 太太

 腰中 真中

29 長長長長長
長長長長長  佐佐 大中

 池野 中樹

30 小小小長
小小小長  岩池 小璃

 郡小 海

31 
 
 Bye 2

32 長長長長長
長長長長長  小小 尚栄 [2]

 野野 太太

Round 2

 坂池 柊柊 [1]
 笠笠 望望
 #1: 

 野川 優太
 野全 夏小
 #2: 6-2 

 中野 淳淳
 熊熊 宗聡虎
 #3: 6-2 

 中野 虎中虎 [5]
 阿田 晃晃
 #4: 6-0 

 河河 樹 [4]
 間間山 栄栄
 #5: 

 片片 中大
 西西 咲太虎
 #6: 6-2 

 小山 翼
 石髙 新中
 #7: 6-3 

 畠小 久久 [5]
 長小 青青
 #8: 6-1 

 佐佐 華華 [5]
 八八 耕耕
 #9: 6-1 

 恩池 圭圭
 髙髙 昴
 #10: 6-4 

 佐佐 広広
 髙髙 樹
 #11: 6-0 

 池田小 祐瑛 [3]
 酒今 悟志
 #12: 

 今今 優 [5]
 板板 省省
 #13: 6-2 

 今山 太太
 腰中 真中
 #14: 6-1 

 佐佐 大中
 池野 中樹
 #15: 6-1 

 小小 尚栄 [2]
 野野 太太
 #16: 

Quarterfinals

 坂池 柊柊 [1]
 笠笠 望望
 #17: 6-0 

 中野 淳淳
 熊熊 宗聡虎
 #18: 6-0 

 河河 樹 [4]
 間間山 栄栄
 #19: 6-1 

 畠小 久久 [5]
 長小 青青
 #20: 6-0 

 佐佐 華華 [5]
 八八 耕耕
 #21: 6-3 

 池田小 祐瑛 [3]
 酒今 悟志
 #22: 6-2 

 今山 太太
 腰中 真中
 #23: 6-3 

 小小 尚栄 [2]
 野野 太太
 #24: 6-1 

Semifinals

 坂池 柊柊 [1]
 笠笠 望望
 #25: 6-2 

 河河 樹 [4]
 間間山 栄栄
 #26: 6-1 

 池田小 祐瑛 [3]
 酒今 悟志
 #27: 6-3 

 小小 尚栄 [2]
 野野 太太
 #28: 6-2 

 坂池 柊柊 [1]
 笠笠 望望順順 3-4

 小小 尚栄 [2]
 野野 太太

Final

 河河 樹 [4]
 間間山 栄栄
 #29: 7-6(6) 

 池田小 祐瑛 [3]
 酒今 悟志
 #30: 6-1 

 小小 尚栄 [2]
 野野 太太
 #31: 7-6(6) 

 池田小 祐瑛 [3]
 酒今 悟志
 #32: 6-3 



2022全日本ジュニア中越地区予選大会U18
BD18ー順位ー5〜8

所属団体 氏名
三条高 中川　淳仁
三条高 熊倉　宗一朗 畠山・高山

三条高 畠山　久生 60

三条高 高山　青波 畠山・高山

長岡向陵高 佐藤　華楽 61

長岡向陵高 八鳥　耕介 井口・腰越

長岡高 井口　太道 75

長岡高 腰越　真大

   順位ー7〜8
三条高 中川　淳仁
三条高 熊倉　宗一朗 佐藤・八鳥

長岡向陵高 佐藤　華楽 62

長岡向陵高 八鳥　耕介
17

6

16

17

28

6



2022全全全ジジジジ中中中中中中中中U18
GD 18

全日

23 - 24 4 2022

郡郡中郡郡 Website

印印印: 2022/04/25 13:43:14

Rank 所所所所 Round 1

1 長長長
長長長  中大 優優 [1]

 水水 裕裕

2 
 
 Bye 1

3 長長中長長
長長中長長  中大 こここ

 石石 ゆゆ

4 三三長
三三長  櫻櫻 心心

 田中 希希

5 
 
 Bye 9

6 長長中長長
長長中長長  古田古 ままゆ

 大 朱朱

7 帝帝長長長
帝帝長長長  中郡 美美

 鷲鷲 梨梨

8 三三長
三三長  原 夕夕

 永原 依依

9 六全郡長
六全郡長  田郡 涼涼 [3]

 長郡 七七

10 
 
 Bye 3

11 小小小長
小小小長  小石 依莉

 行行 希

12 六全郡長
六全郡長  南南 優

 山山 友希

13 長長中長長
長長中長長  椛椛 一一

 樋山 結結

14 六全郡長
六全郡長  五五五 波朱

 飯飯 美咲

15 
 
 Bye 5

16 長長中長長
長長中長長  櫻山 心心 [5]

 郡山 柊柊

17 六全郡長
六全郡長  佐佐 美優

 田中 心心

18 
 
 Bye 6

19 三三長
三三長  吉原 菫

 金金 瀬南

20 長長中長長
長長中長長  桑原 寧寧

 齊佐 茉柊茉

21 長長中長長
長長中長長  堀椛 裕心

 林 希花

22 長長長
長長長  伴伴 美希

 西郡 美美

23 
 
 Bye 4

24 長長中長長
長長中長長  佐佐 彩彩 [3]

 小林 芽莉

25 小小小長
小小小長  河水 陽結 [5]

 稲石 玲玲

26 
 
 Bye 8

27 帝帝長長長
帝帝長長長  宮中 楓

 新田 典典

28 五全郡長
五全郡長  曽曽 さささ

 桑原 心希

29 小小小長
小小小長  田郡 萌七

 大 優玲

30 長長長
長長長  長小石 未未

 須佐 珠美

31 
 
 Bye 2

32 
19

帝帝長長長
帝帝長長長  中郡 由由 [2]

 陶山 萌玲美

Round 2

 中大 優優 [1]
 水水 裕裕
 #1: 

 中大 こここ
 石石 ゆゆ
 #2: 6-0 

 古田古 ままゆ
 大 朱朱
 #3: 

 中郡 美美
 鷲鷲 梨梨
 #4: 6-0 

 田郡 涼涼 [3]
 長郡 七七
 #5: 

 小石 依莉
 行行 希
 #6: 7-6(2) 

 五五五 波朱
 飯飯 美咲
 #7: 6-3 

 櫻山 心心 [5]
 郡山 柊柊
 #8: 

 佐佐 美優
 田中 心心
 #9: 

 桑原 寧寧
 齊佐 茉柊茉
 #10: 6-2 

 伴伴 美希
 西郡 美美
 #11: 6-1 

 佐佐 彩彩 [3]
 小林 芽莉
 #12: 

 河水 陽結 [5]
 稲石 玲玲
 #13: 

 
 
 #14: Not Played

 長小石 未未
 須佐 珠美
 #15: 6-0 

 中郡 由由 [2]
 陶山 萌玲美
 #16: 

Quarterfinals

 中大 優優 [1]
 水水 裕裕
 #17: 6-0 

 中郡 美美
 鷲鷲 梨梨
 #18: 6-4 

 田郡 涼涼 [3]
 長郡 七七
 #19: 6-3 

 櫻山 心心 [5]
 郡山 柊柊
 #20: 7-6(4) 

 桑原 寧寧
 齊佐 茉柊茉
 #21: 6-2 

 佐佐 彩彩 [3]
 小林 芽莉
 #22: 6-0 

 河水 陽結 [5]
 稲石 玲玲
 #23: w.o.

 中郡 由由 [2]
 陶山 萌玲美
 #24: 6-0 

Semifinals

 中大 優優 [1]
 水水 裕裕
 #25: 6-2 

 田郡 涼涼 [3]
 長郡 七七
 #26: 6-3 

 佐佐 彩彩 [3]
 小林 芽莉
 #27: 6-0 

 中郡 由由 [2]
 陶山 萌玲美
 #28: 6-0 

 田郡 涼涼 [3]
 長郡 七七順順 3-4

 佐佐 彩彩 [3]
 小林 芽莉

Final

 中大 優優 [1]
 水水 裕裕
 #29: 6-0 

 中郡 由由 [2]
 陶山 萌玲美
 #30: 6-1 

 佐佐 彩彩 [3]
 小林 芽莉
 #31: 6-2 

 中大 優優 [1]
 水水 裕裕
 #32: 6-3 



2022全日本ジュニア中越地区予選大会U18

GD18―順位―5～8

所属団体 氏名

帝京長岡高 中村　美咲
帝京長岡高 鷲尾　梨桜 中村・鷲尾

長岡大手高 井口　心愛 62

長岡大手高 村山　柊那 中村・鷲尾

長岡大手高 桑原　寧々 64

長岡大手高 齊藤　茉那華 河野・稲川

小千谷高 河野　陽菜 61

小千谷高 稲川　玲奈

　　　　　順位―7～8

長岡大手高 井口　心愛
長岡大手高 村山　柊那 井口・村山

長岡大手高 桑原　寧々 62

長岡大手高 齊藤　茉那華
20

20

25

7

16

16


