
大会名 ２０２１年度 北信越ジュニアテニス選手権大会 日付 令和3年7月14日
全国
大会
出場

種目 結果 氏名 所属

○ U14 男子シングルス 優　勝 川西 飛生 TEAM KIT

○ U14 男子シングルス 準優勝 辻本 悠嗣 GETT

○ U14 男子シングルス 第３位 横堀 陽太郎 JSSジャンボITS

○ U14 男子シングルス 第４位 天谷 俊介 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ

○ U14 男子シングルス 第５位 角谷 亮 GETT

U14 男子シングルス 第６位 伊藤 唯 YeLL

U14 男子シングルス 第７位 中山 智裕 津幡ジュニア 

U14 男子シングルス 第８位 玉木 偉士 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 

○ U14 女子シングルス 優　勝 上田 晴菜 大林TS

○ U14 女子シングルス 準優勝 丸山 唯 荒神山TS

○ U14 女子シングルス 第３位 彦坂 美玖 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ

○ U14 女子シングルス 第３位 徳本 芙優 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ

○ U14 女子シングルス 第５位 高橋 そら エムスタイルTA 

U14 女子シングルス 第６位 石田 環 ファーストTA 

U14 女子シングルス 第７位 酒師 未遥 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 

U14 女子シングルス 第８位 土田 映海 BROS TC 

○ U12 男子シングルス 優　勝 源 拓真 TEAM KIT

○ U12 男子シングルス 準優勝 宮岸 慶成 小松ジュニアTC

○ U12 男子シングルス 第３位 田中 克征 イラコTC軽井沢

U12 男子シングルス 第３位 髙林 直偉人 大林TS

U12 男子シングルス 第５位 永井 飛駕 エムスタイルTA 

U12 男子シングルス 第６位 竹内 聡 TEAM KIT 

U12 男子シングルス 第７位 赤沼 逢兜 ｍ＆ｍ　JTA 

U12 男子シングルス 第８位 田中 悠翔 ファミリーITS 

○ U12 女子シングルス 優　勝 山田 涼楓 荒神山TS

○ U12 女子シングルス 準優勝 染谷 紗花 Y'sJr

○ U12 女子シングルス 第３位 田中 柚葉 荒神山TS

U12 女子シングルス 第３位 春日 彩杏 荒神山TS

U12 女子シングルス 第５位 黒岩 愛右 エムスタイルTA 

U12 女子シングルス 第６位 坂川 舞桜 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 

U12 女子シングルス 第７位 渡邉 心葉 YeLL 

U12 女子シングルス 第８位 小林 心遥 YeLL 
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ペア1 ペア２

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

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

U14 男子ダブルス 第３位 原山 将豪 エムスタイルTA 笹森 大貴 KTC

U14 男子ダブルス 第４位 天谷 俊介 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 河中 葉滝 北陸中学校

○ U14 女子ダブルス 優　勝 植月 莉乃香 高森TC 丸山 唯 荒神山TS

○ U14 女子ダブルス 準優勝 酒師 未遥 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 彦坂 美玖 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ

U14 女子ダブルス 第３位 宮澤 福奈 ｍ＆ｍ　JTA 関 心花 ｍ＆ｍ　JTA

U14 女子ダブルス 第４位 上田 晴菜 大林TS 三輪 凜 JSS富山

○ U12 男子ダブルス 優　勝 源 拓真 TEAM KIT 宮岸 慶成 小松ジュニアTC

○ U12 男子ダブルス 準優勝 永井 飛駕 エムスタイルTA 音喜多 秀康 KTC

U12 男子ダブルス 第３位 竹内 聡 TEAM KIT 矢原 青空 TEAM KIT

U12 男子ダブルス 第４位 前中 良介 金沢市TA 柴田 零士 金沢市TA

○ U12 女子ダブルス 優　勝 山田 涼楓 荒神山TS 春日 彩杏 荒神山TS

○ U12 女子ダブルス 準優勝 小池 夏美 諏訪湖の森TS 中嶋 千紘 ｍ＆ｍ　JTA

U12 女子ダブルス 第３位 小林 心遥 YeLL 渡邉 心葉 YeLL

U12 女子ダブルス 第４位 坂川 舞桜 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 岩井 あかね ヤスマＧＴＣ


