
大会名 2021年度ＲＳＫ杯全国選抜テニス選手権大会 兼 北信越大会予選日付 令和3年6月27日

種目 結果 氏名 所属

○ 男子シングルス 優　勝 川西 飛生 TEAM KIT 

○ 男子シングルス 準優勝 辻本 悠嗣 GETT 

○ 男子シングルス 第３位 源 拓真 TEAM KIT 

○ 男子シングルス 第４位 中山 皓幹 Y'sJr 

○ 男子シングルス 第５位 立見 生吹 GETT 

○ 男子シングルス 第６位 久保田 創大 ATS 

男子シングルス 第７位 宮岸 慶成 小松ジュニアTC 

男子シングルス 第８位 矢原 青空 TEAM KIT 

○ 女子シングルス 優　勝 小波 うた CLUE 

○ 女子シングルス 準優勝 染谷 紗花 Y'sJr 

○ 女子シングルス 第３位 南 珠愛 SUMMIT 

○ 女子シングルス 第４位 丸田 芽生莉 金沢市TA 

○ 女子シングルス 第５位 濱崎 ちはる 津幡ジュニア 

○ 女子シングルス 第６位 林 愛友奈 小松ジュニアTC 

女子シングルス 第７位 長谷川 紬 TEAM KIT 

女子シングルス 第８位 林 恵凜奈 小松ジュニアTC 

参加人数 男子シングルス 　６２人

女子シングルス 　５７人

合計 １１９人



[ジュニア_RSK] 2021 RSKジュニア石川県予選
BS 13
日付

12 - 27 6 2021
郡市区町村

金沢市, JPN
Website

印刷済: 2021/06/27 14:13:32

St. 所属団体 Round 1

1 TEAM KIT  川西 飛生 [1]

2 Q 紫錦台中  笠井 拓久

3 金沢市TA  水島 希

4 SUMMIT  川西 由人

5 津幡ジュニア  板坂 翼

6 金沢市TA  前中 良介

7 TEAM KIT  矢原 青空

8 TEAM KIT  竹内 聡 [7]

9 TEAM KIT  源 拓真 [3]

10 Q 金沢市TA  谷 律輝

11 Q ウエストヒルズJT  諏訪 隼士

12 Q SUMMIT  尾山 晏理

13 ウエストヒルズJT  関口 遼

14 V10  神佐 惇

15 Q ウエストヒルズJT  寺譯 楓斗

16 ATS  久保田 創大 [5]

17 Y'sJr  中山 皓幹 [6]

18 金沢市TA  柴田 零士

19 CLUE  三原 煌大

20 津幡ジュニア  前田 優

21 GETT  角谷 宙希

22 Q SUMMIT  真田 史恩

23 GETT  村上 翔

24 小松ジュニアTC  宮岸 慶成 [4]

25 GETT  立見 生吹 [8]

26 Q 金沢市TA  山村 未来

27 Y'sJr  直喜 慶也

28 津幡ジュニア  野原 惇央

29 金沢市TA  髙島 礼雅

30 Q TEAM KIT  西谷 和起

31 V10  吉田 朝陽

32 GETT  辻本 悠嗣 [2]

Round 2

 川西 飛生 [1]
 #1: 6-0 

 水島 希
 #2: 6-2 

 前中 良介
 #3: 6-1 

 矢原 青空
 #4: 6-4 

 源 拓真 [3]
 #5: 6-0 

 尾山 晏理
 #6: 6-3 

 神佐 惇
 #7: 6-4 

 久保田 創大 [5]
 #8: 6-0 

 中山 皓幹 [6]
 #9: 6-0 

 三原 煌大
 #10: 6-3 

 角谷 宙希
 #11: 6-1 

 宮岸 慶成 [4]
 #12: 6-0 

 立見 生吹 [8]
 #13: 6-2 

 野原 惇央
 #14: 6-3 

 髙島 礼雅
 #15: 7-6(8) 

 辻本 悠嗣 [2]
 #16: 6-0 

Quarterfinals

 川西 飛生 [1]
 #17: 6-0 

 矢原 青空
 #18: 7-5 

 源 拓真 [3]
 #19: 6-0 

 久保田 創大 [5]
 #20: 6-0 

 中山 皓幹 [6]
 #21: 6-3 

 宮岸 慶成 [4]
 #22: 6-0 

 立見 生吹 [8]
 #23: 6-1 

 辻本 悠嗣 [2]
 #24: 6-0 

Semifinals

 川西 飛生 [1]
 #25: 6-0 

 源 拓真 [3]
 #26: 6-2 

 中山 皓幹 [6]
 #27: 6-4 

 辻本 悠嗣 [2]
 #28: 6-0 

Final

 川西 飛生 [1]
 #29: 6-0 7-6(3) 

 辻本 悠嗣 [2]
 #30: 6-2 6-2 

 川西 飛生 [1]
 #31: 6-2 7-5 

# シード選手

1 川西 飛生
2 辻本 悠嗣
3 源 拓真
4 宮岸 慶成
5 久保田 創大
6 中山 皓幹
7 竹内 聡
8 立見 生吹

# ラッキールーザー Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 栗原　孝行



[ジュニア_RSK] 2021 RSKジュニア石川県予選
BS 13 - 予選
日付

12 - 27 6 2021
郡市区町村

金沢市, JPN
Website

印刷済: 2021/06/27 14:13:32

St. 所属団体 Round 1

1 ウエストヒルズJT  寺譯 楓斗 [1]
2  Bye
3 津幡ジュニア  河合 悠真
4 Y'sJr  北村 翔真
5  Bye
6 CLUE  赤坂 晃虎
7  Bye
8 川北Jrテニスクラブ  南 璃空 [14]
9 SUMMIT  真田 史恩 [2]

10  Bye
11 津幡ジュニア  藤江 理智
12  Bye
13  Bye
14 センティア  堀田 創介
15  Bye
16 津幡ジュニア  堀内 聡介 [12]
17 小松ジュニアTC  吉田 朋矢 [3]
18  Bye
19 川北Jrテニスクラブ  鳥井 直拓
20 金沢市TA  谷 律輝
21  Bye
22 ショットJr  上森 央雅
23  Bye
24 小松ジュニアTC  宇枝 優希 [9]
25 津幡ジュニア  中村 謙心 [4]
26  Bye
27 ウエストヒルズJT  諏訪 隼士
28 津幡ジュニア  浅黄 太良
29  Bye
30 小松ジュニアTC  高荷 聡一朗
31  Bye
32 加賀ジュニアTC  鶴井 皐樹 [10]
33 SUMMIT  尾山 晏理 [5]
34  Bye
35 山中ジュニア  田中 洸聖
36 津幡ジュニア  中村 環佑
37  Bye
38 志賀ジュニアTC  幸田 蓮大
39  Bye
40 SUMMIT  中川 詠斗 [16]
41 金沢市TA  山村 未来 [6]
42  Bye
43 TEAM KIT  中村 聡志
44  Bye
45  Bye
46 UJTC  平野 航大
47  Bye
48 川北Jrテニスクラブ  吉村 煌成 [11]
49 ショットJr  西田 匡徳 [7]
50  Bye
51 小松ジュニアTC  高村 秋徳
52  Bye
53 SUMMIT  ラム 海
54 小松ジュニアTC  大坂 晄也
55  Bye
56 紫錦台中  笠井 拓久 [15]
57 SUMMIT  中山 瑛斗 [8]
58  Bye
59 Papillon  石藏 晴
60 津幡ジュニア  濱坂 陸希
61  Bye
62 ショットJr  中 俊太朗
63  Bye
64 TEAM KIT  西谷 和起 [13]

Round 2

 寺譯 楓斗 [1]
 #1: 
 北村 翔真
 #2: 6-4 
 赤坂 晃虎
 #3: 
 南 璃空 [14]
 #4: 
 真田 史恩 [2]
 #5: 
 藤江 理智
 #6: 
 堀田 創介
 #7: 
 堀内 聡介 [12]
 #8: 
 吉田 朋矢 [3]
 #9: 
 谷 律輝
 #10: 6-1 
 上森 央雅
 #11: 
 宇枝 優希 [9]
 #12: 
 中村 謙心 [4]
 #13: 
 諏訪 隼士
 #14: 6-2 
 高荷 聡一朗
 #15: 
 鶴井 皐樹 [10]
 #16: 
 尾山 晏理 [5]
 #17: 
 中村 環佑
 #18: 6-4 
 幸田 蓮大
 #19: 
 中川 詠斗 [16]
 #20: 
 山村 未来 [6]
 #21: 
 中村 聡志
 #22: 
 平野 航大
 #23: 
 吉村 煌成 [11]
 #24: 
 西田 匡徳 [7]
 #25: 
 高村 秋徳
 #26: 
 大坂 晄也
 #27: 6-1 
 笠井 拓久 [15]
 #28: 
 中山 瑛斗 [8]
 #29: 
 濱坂 陸希
 #30: 6-4 
 中 俊太朗
 #31: 
 西谷 和起 [13]
 #32: 

Finals

 寺譯 楓斗 [1]
 #33: 6-1 

 赤坂 晃虎
 #34: 6-1 

 真田 史恩 [2]
 #35: 6-0 

 堀田 創介
 #36: 7-5 

 谷 律輝
 #37: 6-1 

 上森 央雅
 #38: 6-4 

 諏訪 隼士
 #39: 6-1 

 鶴井 皐樹 [10]
 #40: 6-0 

 尾山 晏理 [5]
 #41: 6-1 

 中川 詠斗 [16]
 #42: 6-4 

 山村 未来 [6]
 #43: 6-0 

 吉村 煌成 [11]
 #44: 6-3 

 高村 秋徳
 #45: 6-3 

 笠井 拓久 [15]
 #46: 6-0 

 中山 瑛斗 [8]
 #47: 6-2 

 西谷 和起 [13]
 #48: 6-1 

予選勝者

 寺譯 楓斗 [1]
 #49: 6-1 

Q1

 真田 史恩 [2]
 #50: 6-1 

Q2

 谷 律輝
 #51: 6-0 

Q3

 諏訪 隼士
 #52: 6-2 

Q4

 尾山 晏理 [5]
 #53: 6-4 

Q5

 山村 未来 [6]
 #54: 6-2 

Q6

 笠井 拓久 [15]
 #55: 6-0 

Q7

 西谷 和起 [13]
 #56: 6-2 

Q8

# シード選手

1 寺譯 楓斗
2 真田 史恩
3 吉田 朋矢
4 中村 謙心
5 尾山 晏理
6 山村 未来
7 西田 匡徳
8 中山 瑛斗

9 宇枝 優希
10 鶴井 皐樹
11 吉村 煌成
12 堀内 聡介
13 西谷 和起
14 南 璃空
15 笠井 拓久
16 中川 詠斗

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 栗原　孝行



[ジュニア_RSK] 2021 RSKジュニア石川県予選
GS 13
日付

12 - 27 6 2021
郡市区町村

金沢市, JPN
Website

印刷済: 2021/06/27 14:13:32

St. 所属団体 Round 1

1 Y'sJr  染谷 紗花 [1]

2 ATS  中森 琶菜

3 Q TEAM KIT  高田 留菜

4 Y'sJr  伊山 菜実

5 津幡ジュニア  清水端 碧乃

6 Q Papillon  橋本 麻央

7 ショットJr  新保 茜

8 津幡ジュニア  濱崎 ちはる [7]

9 ショットJr  水内 佑香 [3]

10 ショットJr  水内 柚月

11 SUMMIT  南 珠愛

12 Q 高岡中  磯田 実来

13 ショットJr  高森 未来

14 ATS  齋藤 彩乃

15 Y'sJr  北村 琴美

16 小松ジュニアTC  林 恵凜奈 [8]

17 小松ジュニアTC  林 愛友奈 [5]

18 Q TEAM KIT  生駒 琉茄

19 センティア  小谷 和暖

20 Q GETT  上野 紗希

21 金沢市TA  丸田 芽生莉

22 小松ジュニアTC  小坂 音羽

23 川北Jrテニスクラブ  橋本 恋梅

24 ショットJr  新保 柑菜 [4]

25 TEAM KIT  長谷川 紬 [6]

26 Q TEAM KIT  古屋 虹花

27 TEAM KIT  宮下 茉桜

28 V10  山崎 結衣

29 ウエストヒルズJT  末田 奈都

30 Q ウエストヒルズJT  岡部 結衣

31 Q ウエストヒルズJT  炭 憂奈

32 CLUE  小波 うた [2]

Round 2

 染谷 紗花 [1]
 #1: 6-1 

 伊山 菜実
 #2: 7-6(5) 

 清水端 碧乃
 #3: 6-3 

 濱崎 ちはる [7]
 #4: 7-6(4) 

 水内 佑香 [3]
 #5: 6-1 

 南 珠愛
 #6: 6-0 

 高森 未来
 #7: 7-5 

 林 恵凜奈 [8]
 #8: 6-1 

 林 愛友奈 [5]
 #9: 6-2 

 小谷 和暖
 #10: 6-2 

 丸田 芽生莉
 #11: 6-0 

 新保 柑菜 [4]
 #12: 6-3 

 長谷川 紬 [6]
 #13: 6-0 

 宮下 茉桜
 #14: 6-4 

 末田 奈都
 #15: 6-4 

 小波 うた [2]
 #16: 6-0 

Quarterfinals

 染谷 紗花 [1]
 #17: 6-2 

 濱崎 ちはる [7]
 #18: 6-3 

 南 珠愛
 #19: 6-2 

 林 恵凜奈 [8]
 #20: 6-2 

 林 愛友奈 [5]
 #21: 6-4 

 丸田 芽生莉
 #22: 6-4 

 長谷川 紬 [6]
 #23: 6-0 

 小波 うた [2]
 #24: 6-0 

Semifinals

 染谷 紗花 [1]
 #25: 6-3 

 南 珠愛
 #26: 6-2 

 丸田 芽生莉
 #27: 6-3 

 小波 うた [2]
 #28: 6-1 

Final

 染谷 紗花 [1]
 #29: 6-2 6-3 

 小波 うた [2]
 #30: 6-2 6-4 

 小波 うた [2]
 #31: 6-1 6-2 

# シード選手

1 染谷 紗花
2 小波 うた
3 水内 佑香
4 新保 柑菜
5 林 愛友奈
6 長谷川 紬
7 濱崎 ちはる
8 林 恵凜奈

# ラッキールーザー Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 栗原　孝行



[ジュニア_RSK] 2021 RSKジュニア石川県予選
GS 13 - 予選
日付

12 - 27 6 2021
郡市区町村

金沢市, JPN
Website

印刷済: 2021/06/27 14:13:32

St. 所属団体 Round 1

1 高岡中  磯田 実来 [1]
2  Bye
3 志賀ジュニアTC  南 星凪
4  Bye
5  Bye
6 ウエストヒルズJT  今井 理子
7  Bye
8 志賀ジュニアTC  本谷 望歩 [15]
9 GETT  吉田 奈央 [2]

10  Bye
11 津幡ジュニア  山崎 穂実
12  Bye
13  Bye
14 山中ジュニア  旭 杏樹
15  Bye
16 TEAM KIT  古屋 虹花 [10]
17 小松ジュニアTC  岩倉 芙実 [3]
18  Bye
19 TEAM KIT  高田 留菜
20  Bye
21  Bye
22 山中ジュニア  山下 苺花
23  Bye
24 ウエストヒルズJT  宮前 海来 [9]
25 川北Jrテニスクラブ  正村 愛音 [4]
26  Bye
27 高岡中  大澤 玲緒奈
28  Bye
29  Bye
30 津幡ジュニア  小林 紗雪
31  Bye
32 Papillon  橋本 麻央 [12]
33 高岡中  四津 和奏 [5]
34  Bye
35 Papillon  春木 由加
36  Bye
37  Bye
38 金沢市TA  長坂 舞子
39  Bye
40 ウエストヒルズJT  岡部 結衣 [13]
41 TEAM KIT  生駒 琉茄 [6]
42  Bye
43 津幡ジュニア  前田 紗知
44  Bye
45  Bye
46 ウエストヒルズJT  河端 美那
47  Bye
48 志賀ジュニアTC  工藤 珠音 [16]
49 高岡中  村中 菫 [7]
50  Bye
51 ウエストヒルズJT  平野 真央
52  Bye
53  Bye
54 GETT  上野 紗希
55  Bye
56 TRG  高橋 美来 [11]
57 Y'sJr  中森 千晴 [8]
58  Bye
59 加賀ジュニアTC  小山 心結
60  Bye
61 ウエストヒルズJT  松本 温
62 Papillon  宮下 壱那
63  Bye
64 ウエストヒルズJT  炭 憂奈 [14]

Round 2

 磯田 実来 [1]
 #1: 
 南 星凪
 #2: 
 今井 理子
 #3: 
 本谷 望歩 [15]
 #4: 
 吉田 奈央 [2]
 #5: 
 山崎 穂実
 #6: 
 旭 杏樹
 #7: 
 古屋 虹花 [10]
 #8: 
 岩倉 芙実 [3]
 #9: 
 高田 留菜
 #10: 
 山下 苺花
 #11: 
 宮前 海来 [9]
 #12: 
 正村 愛音 [4]
 #13: 
 大澤 玲緒奈
 #14: 
 小林 紗雪
 #15: 
 橋本 麻央 [12]
 #16: 
 四津 和奏 [5]
 #17: 
 春木 由加
 #18: 
 長坂 舞子
 #19: 
 岡部 結衣 [13]
 #20: 
 生駒 琉茄 [6]
 #21: 
 前田 紗知
 #22: 
 河端 美那
 #23: 
 工藤 珠音 [16]
 #24: 
 村中 菫 [7]
 #25: 
 平野 真央
 #26: 
 上野 紗希
 #27: 
 高橋 美来 [11]
 #28: 
 中森 千晴 [8]
 #29: 
 小山 心結
 #30: 
 宮下 壱那
 #31: 6-1 
 炭 憂奈 [14]
 #32: 

Finals

 磯田 実来 [1]
 #33: 6-3 

 今井 理子
 #34: 7-5 

 吉田 奈央 [2]
 #35: 6-0 

 古屋 虹花 [10]
 #36: 6-2 

 高田 留菜
 #37: 6-1 

 宮前 海来 [9]
 #38: 6-0 

 正村 愛音 [4]
 #39: 6-4 

 橋本 麻央 [12]
 #40: 6-0 

 四津 和奏 [5]
 #41: 7-5 

 岡部 結衣 [13]
 #42: 6-1 

 生駒 琉茄 [6]
 #43: 6-1 

 工藤 珠音 [16]
 #44: 6-2 

 村中 菫 [7]
 #45: 6-2 

 上野 紗希
 #46: 6-4 

 中森 千晴 [8]
 #47: 6-3 

 炭 憂奈 [14]
 #48: 6-3 

予選勝者

 磯田 実来 [1]
 #49: 6-1 

Q1

 古屋 虹花 [10]
 #50: 7-5 

Q2

 高田 留菜
 #51: 7-5 

Q3

 橋本 麻央 [12]
 #52: 6-1 

Q4

 岡部 結衣 [13]
 #53: 6-3 

Q5

 生駒 琉茄 [6]
 #54: 7-5 

Q6

 上野 紗希
 #55: 7-6(2) 

Q7

 炭 憂奈 [14]
 #56: 6-3 

Q8

# シード選手

1 磯田 実来
2 吉田 奈央
3 岩倉 芙実
4 正村 愛音
5 四津 和奏
6 生駒 琉茄
7 村中 菫
8 中森 千晴

9 宮前 海来
10 古屋 虹花
11 高橋 美来
12 橋本 麻央
13 岡部 結衣
14 炭 憂奈
15 本谷 望歩
16 工藤 珠音

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 栗原　孝行



[ジュニア_RSK] 2021 RSK杯ジュニア石川県予選

シングルス　順位決定戦 2021年6月12日(土)、13日(日)、26日(土)、27日(日)

所属 名前 3位決定戦

SF敗者1

9 TEAM KIT 源 拓真 [3] 3位

SF敗者2 源 拓真 [3]

17 Y'sJr 中山 皓幹 [6] 60 61

  

所属 名前 5,6位決定戦

①

25 GETT 立見 生吹 [8]

② #1 立見 生吹 [8] 5位

7 TEAM KIT 矢原 青空 60 62

③ #4 立見 生吹 [8]

16 ATS 久保田 創大 [5] 62 67(5) 10-6

④ #2 久保田 創大 [5]

24 小松ジュニアTC 宮岸 慶成 [4] 62 62

所属 名前 7位決定戦

#1敗者

7 TEAM KIT 矢原 青空 7位

#2敗者 #3 宮岸 慶成 [4]

24 小松ジュニアTC 宮岸 慶成 [4] 60 61

  

所属 名前 3位決定戦

SF敗者1

11 SUMMIT 南 珠愛 3位

SF敗者2 南 珠愛

21 金沢市TA 丸田 芽生莉 46 64 10-6

  

所属 名前 5,6位決定戦

①

8 津幡ジュニア 濱崎 ちはる [7]

② #1 濱崎 ちはる [7] 5位

25 TEAM KIT 長谷川 紬 [6] 67(1) 62 10-7

③ #4 濱崎 ちはる [7]

16 小松ジュニアTC 林 恵凜奈 [8] 62 60

④ #2 林 愛友奈 [5]

17 小松ジュニアTC 林 愛友奈 [5] 62 64

所属 名前 7位決定戦

#1敗者

25 TEAM KIT 長谷川 紬 [6] 7位

#2敗者 #3 長谷川 紬 [6]

16 小松ジュニアTC 林 恵凜奈 [8] 62 63

  

BS 13    U13男子シングルス

GS 13   U13女子シングルス


