
[ジュニア_全小] 2022 全国小学生石川県予選
BS 12
日付

26 3 - 03 4 2022
郡市区町村

金沢市, JPN
Website

印刷済: 2022/04/03 13:36:24

St. Rank 所属団体 Round 1

1 1 押野小  竹内 聡 [1]

2 14 浜小  杉田 冨志郎

3 Q 30 条南小  濱坂 陸希

4 15 金大附属小  西田 匡徳

5 18 新神田小  高森 瑛大

6 20 金大附属小  中山 立稀

7 Q 条南小  渡辺 悠斗

8 8 三馬小  吉田 朝陽 [7]

9 3 清湖小  柴田 零士 [3]

10 15 安原小  堀田 創介

11 25 富樫小  河合 悠真

12 25 瑞穂小  幸田 蓮大

13 23 戸板小  角谷 尚翔

14 Q 25 額小  北村 堅佑

15 Q 35 山中小  木村 路偉

16 7 千坂小  髙島 礼雅 [6]

17 9 御園小  西谷 和起 [8]

18 Q 29 大徳小  宮本 麟太郎

19 Q 42 北陸学院小  小橋 未來

20 18 御園小  中村 聡志

21 20 和倉小  石蔵 晴

22 Q 35 英田小  中村 環佑

23 13 苗代小  高村 秋徳

24 4 御園小  村上 翔 [4]

25 6 条南小  寺譯 楓斗 [5]

26 10 金大附属小  中山 瑛斗

27 LL 38 津幡小  藤江 理智

28 22 中島小  鳥井 直拓

29 Q 35 作見小  鶴井 奏斗

30 25 明光小  吉澤 颯人

31 12 緑小  諏訪 隼士

32 2 戸板小  角谷 宙希 [2]

Round 2

 竹内 聡 [1]
 6-1 

 西田 匡徳
 6-2 

 高森 瑛大
 6-1 

 吉田 朝陽 [7]
 6-1 

 柴田 零士 [3]
 6-0 

 幸田 蓮大
 7-6(3) 

 角谷 尚翔
 6-2 

 髙島 礼雅 [6]
 6-0 

 西谷 和起 [8]
 6-1 

 中村 聡志
 6-2 

 石蔵 晴
 6-2 

 村上 翔 [4]
 6-3 

 寺譯 楓斗 [5]
 6-4 

 鳥井 直拓
 6-2 

 吉澤 颯人
 7-5 

 角谷 宙希 [2]
 6-1 

Quarterfinals

 竹内 聡 [1]
 6-0 

 吉田 朝陽 [7]
 6-3 

 柴田 零士 [3]
 6-2 

 髙島 礼雅 [6]
 6-3 

 西谷 和起 [8]
 6-1 

 村上 翔 [4]
 6-1 

 寺譯 楓斗 [5]
 6-0 

 角谷 宙希 [2]
 6-0 

Semifinals

 竹内 聡 [1]
 6-1 6-0 

 柴田 零士 [3]
 4-6 6-2 [10-8] 

 西谷 和起 [8]
 6-4 6-4 

 角谷 宙希 [2]
 6-1 6-1 

Final

 竹内 聡 [1]
 6-0 6-2 

 角谷 宙希 [2]
 6-1 6-0 

 竹内 聡 [1]
 2-6 6-0 [10-2] 



[ジュニア_全小] 2022 全国小学生石川県予選
BS 12 - 予選
日付

26 3 - 03 4 2022
郡市区町村

金沢市, JPN
Website

印刷済: 2022/04/03 13:36:24

St. Rank 所属団体 Round 1

1 25 額小  北村 堅佑 [1]

2  Bye

3 諸江町小  中野 新太

4 38 津幡小  藤江 理智 [11]

5 29 大徳小  宮本 麟太郎 [2]

6  Bye

7 小立野小  宮嶋 悠希

8 38 諸江町小  三浦 遥太 [10]

9 30 条南小  濱坂 陸希 [3]

10  Bye

11 山代小  横谷 光樹

12 42 和気小  松原 旺大 [15]

13 30 荒屋小  大坂 晄也 [4]

14 条南小  渡辺 悠斗

15 42 矢田野小  高荷 聡一朗

16 38 中島小  鳥井 篤拓 [12]

17 33 小坂小  中森 伊吹 [5]

18 42 富樫小  越 奏太

19 橘小  吉村 一晟

20 42 北陸学院小  小橋 未來 [13]

21 35 英田小  中村 環佑 [6]

22 明成小  浦井 敦仁

23 矢田野小  高荷 理駆

24 38 新神田小  角戸 奏介 [9]

25 35 作見小  鶴井 奏斗 [7]

26 42 太白台小  金尾 正順

27 42 太白台小  金尾 正蔵

28 42 太白台小  前田 悟 [14]

29 35 山中小  木村 路偉 [8]

30 山中小  岡田 祥吾

31 勅使小  山本 梛仁

32 42 矢田野小  水戸 瑛大 [16]

Finals

 北村 堅佑 [1]
 

 藤江 理智 [11]
 6-3 

 宮本 麟太郎 [2]
 

 宮嶋 悠希
 7-5 

 濱坂 陸希 [3]
 

 横谷 光樹
 6-4 

 渡辺 悠斗
 6-4 

 鳥井 篤拓 [12]
 6-2 

 中森 伊吹 [5]
 6-2 

 小橋 未來 [13]
 6-3 

 中村 環佑 [6]
 6-1 

 角戸 奏介 [9]
 6-1 

 鶴井 奏斗 [7]
 6-2 

 金尾 正蔵
 6-1 

 木村 路偉 [8]
 6-3 

 水戸 瑛大 [16]
 7-5 

予選勝者

 北村 堅佑 [1]
 6-2 

Q1

 宮本 麟太郎 [2]
 6-1 

Q2

 濱坂 陸希 [3]
 6-1 

Q3

 渡辺 悠斗
 6-0 

Q4

 小橋 未來 [13]
 6-3 

Q5

 中村 環佑 [6]
 6-3 

Q6

 鶴井 奏斗 [7]
 6-2 

Q7

 木村 路偉 [8]
 6-1 

Q8



[ジュニア_全小] 2022 全国小学生石川県予選
GS 12
日付

26 3 - 03 4 2022
郡市区町村

金沢市, JPN
Website

印刷済: 2022/04/03 13:36:24

St. Rank 所属団体 Round 1

1 1 荒屋小  林 恵凜奈 [1]

2  Bye

3 26 朝日小  石橋 和佳

4 10 長田町小  平野 真央

5 33 泉野小  三浦 理紗子

6 9 能美小  岩倉 芙実

7  Bye

8 5 金大附属小  古屋 虹花 [5]

9 4 押野小  吉田 奈央 [4]

10  Bye

11 17 英田小  山崎 穂実

12 11 太白台小  前田 紗知

13 11 東明小  河端 美那

14 15 小丸山小  宮下 壱那

15 17 浜小  濱本 智咲花

16 6 緑小  生駒 琉茄 [7]

17 6 広陽小  上野 紗希 [6]

18 28 津幡小  浅黄 陽咲

19 19 第一小  正田 賀子

20 19 作見小  小山 心陽

21 33 泉野小  福見 希音

22 24 稚松小  中富 愛華

23  Bye

24 3 伏見台小  水内 柚月 [3]

25 8 三馬小  高田 留菜 [8]

26 19 中条小  岩崎 真菜

27 23 野々市小  矢原 瑛礼亜

28 11 戸板小  今井 理子

29 安原小  堀田 栞里

30 16 井上小  山本 真歩

31  Bye

32 2 四十万小  新保 茜 [2]

Round 2

 林 恵凜奈 [1]
 

 平野 真央
 6-2 

 岩倉 芙実
 6-0 

 古屋 虹花 [5]
 

 吉田 奈央 [4]
 

 前田 紗知
 6-2 

 宮下 壱那
 6-1 

 生駒 琉茄 [7]
 6-0 

 上野 紗希 [6]
 6-0 

 小山 心陽
 7-5 

 中富 愛華
 6-2 

 水内 柚月 [3]
 

 高田 留菜 [8]
 6-2 

 今井 理子
 6-1 

 山本 真歩
 6-0 

 新保 茜 [2]
 

Quarterfinals

 林 恵凜奈 [1]
 6-1 

 古屋 虹花 [5]
 6-2 

 吉田 奈央 [4]
 6-1 

 宮下 壱那
 7-6(2) 

 上野 紗希 [6]
 w.o.

 水内 柚月 [3]
 6-0 

 今井 理子
 7-6(10) 

 新保 茜 [2]
 6-0 

Semifinals

 林 恵凜奈 [1]
 7-5 6-1 

 吉田 奈央 [4]
 6-4 6-4 

 水内 柚月 [3]
 6-4 7-6(7) 

 新保 茜 [2]
 6-1 7-6(2) 

Final

 林 恵凜奈 [1]
 6-3 6-4 

 水内 柚月 [3]
 6-1 6-2 

 林 恵凜奈 [1]
 6-1 6-2 



2022年全国小学生テニス選手権　石川県大会

シングルス　順位決定戦 2022年3月26日(土)、27日(日)、4月2日(土)、3日(日)

所属 名前 3位決定戦

SF敗者1

9 清湖小 柴田 零士 [3] 3位

SF敗者2 柴田 零士 [3]

17 御園小 西谷 和起 [8] 06 63 [11-9]

  

所属 名前 5,6位決定戦

①

24 御園小 村上 翔 [4]

② #1 寺譯 楓斗 [5] 5位

25 条南小 寺譯 楓斗 [5] 60 61

③ #4 寺譯 楓斗 [5]

16 千坂小 髙島 礼雅 [6] 64 75

④ #2 髙島 礼雅 [6]

8 三馬小 吉田 朝陽 [7] 62 60

所属 名前 7位決定戦

#1敗者

24 御園小 村上 翔 [4] 7位

#2敗者 #3 村上 翔 [4]

8 三馬小 吉田 朝陽 [7] 61 36 [10-4]

  

所属 名前 3位決定戦

SF敗者1

9 押野小 吉田 奈央 [4] 3位

SF敗者2 吉田 奈央 [4]

32 四十万小 新保 茜 [2] 63 62

  

所属 名前 5,6位決定戦

①

14 小丸山小 宮下 壱那

② #1 古屋 虹花 [5] 5位

8 金大附属小 古屋 虹花 [5] 63 62

③ #4 古屋 虹花 [5]

28 戸板小 今井 理子 62 63

④ #2 上野 紗希 [6]

17 広陽小 上野 紗希 [6] 63 61

所属 名前 7位決定戦

#1敗者

14 小丸山小 宮下 壱那 7位

#2敗者 #3 宮下 壱那

28 戸板小 今井 理子 64 61

  

男子シングルス

女子シングルス



大会名 2022年度石川県小学生テニス選手権大会 兼 北信越大会予選 日付 令和4年4月3日

種目 結果 氏名 所属

○ 男子シングルス 優　勝 竹内 聡 押野小学校

○ 男子シングルス 準優勝 角谷 宙希 戸板小学校

○ 男子シングルス 第３位 柴田 零士 清湖小学校

○ 男子シングルス 第３位 西谷 和起 御園小学校

○ 男子シングルス 第５位 寺譯 楓斗 条南小学校

○ 男子シングルス 第６位 髙島 礼雅 千坂小学校

男子シングルス 第７位 村上 翔 御園小学校

男子シングルス 第８位 吉田 朝陽 三馬小学校

○ 女子シングルス 優　勝 林 恵凜奈 荒屋小学校

○ 女子シングルス 準優勝 水内 柚月 伏見台小学校

○ 女子シングルス 第３位 吉田 奈央 押野小学校

○ 女子シングルス 第３位 新保 茜 四十万小学校

○ 女子シングルス 第５位 古屋 虹花 金沢大学附属小学校

○ 女子シングルス 第６位 上野 紗希 広陽小学校

女子シングルス 第７位 宮下 壱那 小丸山小学校

女子シングルス 第８位 今井 理子 戸板小学校

各種目上位６名は、６月11日～13日に、長野県松本市で開催される北信越小学生テニス選手権

に出場します。（上記○印）

参加人数 男子シングルス 　５３人

女子シングルス 　２７人

合計 　８０人


