
大会名 2021年全日本ジュニアテニス選手権石川県大会 日付 令和3年5月4日

種目 結果 氏名 所属

〇 U12男子シングルス 優　勝 源 拓真 TEAM KIT 

〇 U12男子シングルス 準優勝 宮岸 慶成 小松ジュニアTC 

〇 U12男子シングルス 第３位 前中 良介 金沢市TA 

〇 U12男子シングルス 第３位 竹内 聡 TEAM KIT 

〇 U12男子シングルス 第５位 矢原 青空 TEAM KIT 

〇 U12男子シングルス 第６位 角谷 宙希 GETT 

U12男子シングルス 第７位 関口 遼 ウエストヒルズJT 

U12男子シングルス 第８位 村上 翔 GETT 

〇 U12女子シングルス 優　勝 染谷 紗花 Y'sJr 

〇 U12女子シングルス 準優勝 林 恵凜奈 小松ジュニアTC 

〇 U12女子シングルス 第３位 丸田 芽生莉 金沢市TA 

〇 U12女子シングルス 第３位 新保 茜 ショットJr 

〇 U12女子シングルス 第５位 水内 柚月 ショットJr 

〇 U12女子シングルス 第６位 古屋 虹花 TEAM KIT 

U12女子シングルス 第７位 清水端 碧乃 津幡ジュニア 

U12女子シングルス 第８位 小谷 和暖 UJTC 

〇 U14男子シングルス 優　勝 角谷 亮 GETT 

〇 U14男子シングルス 準優勝 辻本 悠嗣 GETT 

〇 U14男子シングルス 第３位 田上 櫂斗 GETT 

〇 U14男子シングルス 第３位 川西 飛生 TEAM KIT 

〇 U14男子シングルス 第５位 中山 智裕 津幡ジュニア 

〇 U14男子シングルス 第６位 赤羽根 遼真 ウエストヒルズJT 

U14男子シングルス 第７位 宮岸 亮太朗 小松ジュニアTC 

U14男子シングルス 第８位 久保田 創大 ATS 

〇 U14女子シングルス 優　勝 小波 うた CLUE 

〇 U14女子シングルス 準優勝 新保 柑菜 ショットJr 

〇 U14女子シングルス 第３位 長谷川 紬 TEAM KIT 

〇 U14女子シングルス 第３位 林 愛友奈 小松ジュニアTC 

〇 U14女子シングルス 第５位 大積 綾乃 ATS 

〇 U14女子シングルス 第６位 水内 佑香 ショットJr 

U14女子シングルス 第７位 前田 梓菜 ATS 

U14女子シングルス 第８位 井波 梅 ショットJr 

〇 U16男子シングルス 優　勝 村上 稜真 GETT 

〇 U16男子シングルス 準優勝 染谷 柊真 Y'sJr 

〇 U16男子シングルス 第３位 竹内 暖雅 Y'sJr 

〇 U16男子シングルス 第３位 清水端 海音 津幡ジュニア 

〇 U16男子シングルス 第５位 野々山 仁 津幡ジュニア 

〇 U16男子シングルス 第６位 竹内 悠 金沢錦丘高等学校

U16男子シングルス 第７位 源 聖悟 金沢高等学校

U16男子シングルス 第８位 渡辺 翔太 津幡ジュニア 

〇 U16女子シングルス 優　勝 佐藤 莉乃 北陸学院高等学校

〇 U16女子シングルス 準優勝 太田 光虹 ATS 

〇 U16女子シングルス 第３位 北村 海遥 ATS 

〇 U16女子シングルス 第３位 山森 姿月 北陸学院高等学校

〇 U16女子シングルス 第５位 保志場 美空 TEAM KIT 

〇 U16女子シングルス 第６位 前田 柚葉 北陸学院高等学校

U16女子シングルス 第７位 三原 光玖 金沢高等学校

U16女子シングルス 第８位 西村 莉依 志賀ジュニアTC 
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〇 U12男子ダブルス 優　勝 宮岸 慶成 小松ジュニアTC 源 拓真 TEAM KIT

〇 U12男子ダブルス 準優勝 矢原 青空 TEAM KIT 竹内 聡 TEAM KIT

〇 U12男子ダブルス 第３位 前中 良介 金沢市TA 柴田 零士 金沢市TA

U12男子ダブルス 第３位 角谷 宙希 GETT 村上 翔 GETT

〇 U12女子ダブルス 優　勝 染谷 紗花 Y'sJr 小坂 音羽 小松ジュニアTC

〇 U12女子ダブルス 準優勝 清水端 碧乃 津幡ジュニア 宮下 茉桜 TEAM KIT

〇 U12女子ダブルス 第３位 吉田 奈央 GETT 丸田 芽生莉 金沢市TA

U12女子ダブルス 第３位 林 恵凜奈 小松ジュニアTC 岩倉 芙実 小松ジュニアTC

〇 U14男子ダブルス 優　勝 中山 智裕 津幡ジュニア 角谷 亮 GETT

〇 U14男子ダブルス 準優勝 川西 飛生 TEAM KIT 辻本 悠嗣 GETT

〇 U14男子ダブルス 第３位 久保田 創大 ATS 赤羽根 遼真 ウエストヒルズJT

U14男子ダブルス 第３位 板坂 翼 津幡ジュニア 野原 惇央 津幡ジュニア

〇 U14女子ダブルス 優　勝 大積 綾乃 ATS 前田 梓菜 ATS

〇 U14女子ダブルス 準優勝 長谷川 紬 TEAM KIT 濱崎 ちはる 津幡ジュニア

〇 U14女子ダブルス 第３位 水内 佑香 ショットJr 井波 梅 ショットJr

U14女子ダブルス 第３位 高森 未来 ショットJr 新保 柑菜 ショットJr

〇 U16男子ダブルス 優　勝 清水端 海音 津幡ジュニア 野々山 仁 津幡ジュニア

〇 U16男子ダブルス 準優勝 松根 拓希 津幡ジュニア 渡辺 翔太 津幡ジュニア

〇 U16男子ダブルス 第３位 村上 稜真 GETT 源 聖悟 金沢高等学校

U16男子ダブルス 第３位 寺西 晴季 石川県立工業高等学校 辻本 陽敬 金沢錦丘高等学校

〇 U16女子ダブルス 優　勝 田中 愛純 北陸学院高等学校 佐藤 莉乃 北陸学院高等学校

〇 U16女子ダブルス 準優勝 石田 紗矢 GETT 北村 海遥 ATS

〇 U16女子ダブルス 第３位 太田 光虹 ATS 保志場 美空 TEAM KIT

U16女子ダブルス 第３位 山森 姿月 北陸学院高等学校 前田 柚葉 北陸学院高等学校

2021年全日本ジュニアテニス選手権石川県大会 兼 北信越ジュニアテニス選手権大会予選
参加人数

U16男子シングルス 35 　人 本戦枠３２ （うち本戦３２人）

U14男子シングルス 38 　人 本戦枠３２ （うち本戦３２人）

U12男子シングルス 33 　人 本戦枠３２ （うち本戦３２人）

U16女子シングルス 15 　人 本戦枠３２ (全員本戦）

U14女子シングルス 27 　人 本戦枠３２ (全員本戦）

U12女子シングルス 36 　人 本戦枠３２ （うち本戦３２人）

U16男子ダブルス 26 　人　　１３ペア 本戦枠１６ (全員本戦）

U14男子ダブルス 30 　人　　１５ペア 本戦枠１６ (全員本戦）

U16男子ダブルス 24 　人　　１２ペア 本戦枠１６ (全員本戦）

U16女子ダブルス 12 　人　　６ペア 本戦枠１６ (全員本戦）

U14女子ダブルス 16 　人　　８ペア 本戦枠１６ (全員本戦）

U12女子ダブルス 24 　人　　１２ペア 本戦枠１６ (全員本戦）

計 316 　人

　※ ○印　シングルス上位６名、ダブルス上位３組は、北信越大会に出場できます。

2021年度北信越ジュニアテニス選手権大会（U18・U16）兼　ダンロップ全日本ジュニアテニス選手権 '21

福井県　福井運動公園県営テニス場

2021年7月10日(土)～14日(水）

2021年度北信越ジュニアテニス選手権大会（U14・U12）兼　ダンロップ全日本ジュニアテニス選手権 '21

石川県　和倉温泉運動公園テニスコート

2021年7月10日(土)～14日(水）

　※ 北信越大会の上位入賞者は、全国大会に出場できます。

DUNLOP 全日本ジュニアテニス選手権'21 supported by NISSHINBO

大阪府 靭テニスセンター／江坂テニスセンター

8月22日(日)～8月31日(火)


