
● 18歳以下男子シングルス優勝 伊藤　慧 （新潟明訓高校）準優勝 諸本　大輝 （村上中等）第3位 斎藤　竣哉 （新発田高校）第4位 伊藤　駿 （新潟明訓高校）第5位 高橋　将 （新発田南高校）● 18歳以下男子ダブルス優勝 樋口　湧大 （新潟明訓高校）伊藤　慧 （新潟明訓高校）準優勝 長谷川　輝星 （村上中等）諸本　大輝 （村上中等）第3位 伊藤　貴一 （新津高校）國井　隆斗 （新津高校）第4位 伊藤　駿 （新潟明訓高校）本間　智也 （新潟明訓高校）● 18歳以下女子シングルス優勝 高橋　伽羅 （T&S新発田ITS)準優勝 本田　麻結 （新発田高校）第3位 岩野　沙那花 （五泉高校）第4位 斎藤　蘭菜 （新発田高校）第5位 樋口　ひかり （新潟明訓高校）● 18歳以下女子ダブルス優勝 岩野　沙那花 （五泉高校）土田　瑠梨 （五泉高校）準優勝 斎藤　蘭菜 （新発田高校）本田　麻結 （新発田高校）第3位 高橋　伽羅 （T&S新発田ITS)三牧　陽向 （ファーストTA)第4位 木村　友美 （新発田高校）寺尾　凛 （新発田高校）● 16歳以下男子シングルス優勝 斎藤　慶人 （T&S新発田ITS)準優勝 田中　颯人 （開志国際高校）第3位 菅原　悠暉 （T&S新発田ITS)第4位 高橋　沙羅 （T&S新発田ITS)第5位 柴野　晃太 （開志国際高校）※16歳以下男子ダブルス、16歳以下女子シングルス、ダブルスは定員われの為、県大会ストレートインとなります。

全日本ジュニア下越地区予選大会結果



全日本ジュニア下越地区予選全日本ジュニア下越地区予選全日本ジュニア下越地区予選全日本ジュニア下越地区予選２０１９年４月６，７日  五十公野１８歳以下男子シングルス１８歳以下男子シングルス１８歳以下男子シングルス１８歳以下男子シングルス 諸本 五十嵐60 62長谷川 高嶋75 64諸本 高橋60 75横山 高橋64 60諸本 高橋75 64風間 奥村60 w.o本間 鈴木75 60風間 石黒60 62山田 鈴木w.o 63山田 斎藤63 61諸本 山田62 62市村 小川63 62相澤 山田63 63市村 落合61 64小杉 斎藤76(0) 61高橋 熊倉63 62伊藤 斎藤60 63高橋 前澤61 62渡邉 斎藤62 63高橋63 諸本 伊藤60 62 中村62樋口 中村61 61石津 中村62 61樋口 成田61 64細川 本間61 62伊藤 武田63 60長谷川 本間76 63(3) 伊藤 本間60 w.o藤澤 本間64 62伊藤 伊藤60 63伊藤 加藤75 63金澤 加藤63 w.o平安山 加藤61 63坂内 佐々木63 62坂内 佐々木60 63國井 伊藤76(5) 60田中 阿部75 60國井 伊藤62 61岡田 赤松63 61國井 伊藤61 62［３位決定戦］ 斎藤63［５位決定戦］ 64高橋（将）本間　有人 (新潟明訓高校) 62高橋　佑豪 (新発田高校) 高橋
斎藤　竣哉 (新発田高校)髙橋　将 (新発田南高校) 63高橋國井　隆斗 (新津高校)

伊藤　慧 (新潟明訓高校)

伊藤64

伊藤　駿 (新潟明訓高校)
大谷　隼人 (新発田高校)小林　元 (新発田高校)

81 赤松　竜成 (新発田高校)[5-8] 41 國井　隆斗 (新津高校) [2] 8240
高坂　優希 (新潟東高校)

39 岡田　尚大 (新潟明訓高校)38 79 髙井　礼央 (新津高校)80 吉田　識苑 (新発田南高校)阿部　良紀 (新潟東高校)37 田中　子龍 (新潟東高校) 78坂内　優太 (新発田南高校) 77 大友　七輝 (新発田南高校)7675 新保　海人 (新潟東高校)佐々木　優人 (新潟明訓高校)74 小川　元輝 (新潟向陽高校)33
宮島　勇斗 (五泉高校)

34 平安山　翼 (新津高校)3536
田邉　史明 (新潟東高校)[9-12] 32 金澤　海心 (新潟向陽高校) 73 加藤　拓真 (新津高校)[13-16] 31 伊藤　駿 (新潟明訓高校) [13-16] 72 本間　有人 (新潟明訓高校)30 皆川　碧慰 (新潟東高校) [9-12] 71 田中　佑弥 (新潟東高校)29 藤澤　雄矢 (新発田南高校) 7069
前澤　亮太 (新潟明訓高校)

68 武田　尚樹 (新発田高校)6727 青木　郁 (新津高校)28 長谷川　紫央 (新津工業) 長澤　遼平 (新津高校)26 細川　千拡 (五泉高校) (五泉高校)25 福田　誠 (新潟東高校) 66 成田　浩也 (新潟東高校)24 石津　力 (新津高校) 65

(新発田高校)

23 市島　聡一郎 (新発田高校) 64
小川　祥吾 (新発田高校)

[3-4] 22 樋口　湧大 (新潟明訓高校)

小泉　賢一
伊藤　士 (新発田南高校)17 渡邉　そら

加藤　翔馬 (新潟向陽高校)
[5-8] 62 伊藤　貴一 (新津高校)中村　海斗 (新発田南高校)犬飼　拓真63[3-4] 61 斎藤　竣哉 (新発田高校)[5-8] 2120 髙橋　将 (新発田南高校) 6019 小松原　祐樹 (新潟東高校)(新発田高校) 諏訪間　一貴 (新津高校)18 清水　遼 (新津高校) 5958 熊倉　沢斗 (新発田南高校)5716 須貝　京祐 (新発田高校) 島田　太郎 (新潟東高校)14 相澤　拓実 (新潟東高校)15 小杉　優朋 (新潟明訓高校) 56 須貝　玲斗 (新発田高校)55 落合　太一 (新津工業)5413 山田　啓太 (新津高校) 山田　晃成 (五泉高校)吉田　智哉 (新津高校)[9-12] 12 市村　泰誠 (五泉高校) 53山田　瑛真 (新潟東高校) 鈴木　将矢 (新潟東高校)[13-16] 11 三浦　宏太 (新津高校) [13-16] 5210 板垣　裕介　 (新潟向陽高校) [9-12] 5150

高嶋　成 (新潟明訓高校)
49 石黒　圭汰 (五泉高校)487 本間　智也 (新潟明訓高校)9 佐藤　泰我 (新潟向陽高校)8 落合　賛 (新津高校) 456 風間　祐亮 (新発田高校) 475 横山　瑞稀 (新潟東高校) 砂原　春亘 (新津高校)46 (新潟東高校)

斉藤　匠 (五泉高校)

高橋　佑豪徳重　蒼汰 (新発田高校)奥村　天晴 (新津高校)柴野　尚喜 (新潟向陽高校)
五十嵐　玲紫[1] 1 諸本　大輝 (村上中等) (五泉高校)4 [5-8] 4244(新発田南高校) 43(新発田高校)2 長谷川　龍之介3 小見　優羽



全日本ジュニア下越地区予選全日本ジュニア下越地区予選全日本ジュニア下越地区予選全日本ジュニア下越地区予選２０１９年４月６、７日  五十公野１８歳以下男子ダブルス１８歳以下男子ダブルス１８歳以下男子ダブルス１８歳以下男子ダブルス長谷川　輝星 長谷川 田中　 田中　佑弥諸本　大輝 諸本 田邉 田邉　史明成田　浩也 成田 60 62 市村 市村　泰誠福田　誠 福田 山田 山田　晃成小見　優羽 61 長谷川 高星 62 目代　真嘉須貝　玲斗 諸本 赤松 広瀬　椋吉川　元基 長澤 60 64 高橋 清水　遼星　晴也 諏訪間 赤松 砂原　春亘長澤　遼平 62 長谷川 樋口 60 高橋　佑豪諏訪間　一貴 諸本 伊藤 赤松　竜成高嶋　成 加藤 61 75 伊藤 前澤　亮太本間　有人 三浦 大友 小杉　優朋加藤　拓真 加藤 64 樋口 75 伊藤　士三浦　宏太 三浦 伊藤 大友　七輝新保　海人 64 加藤 61 風間 風間祐亮横山　瑞稀 三浦 武田 武田　尚樹長谷川　龍之介 石津 61 樋口 62 山田　瑛真藤沢　雄矢 奥村 伊藤 皆川　碧慰石津　力 63 五十嵐 61 樋口　湧大奥村　天晴 石黒 長谷川 樋口 伊藤　慧五十嵐　玲紫 60 諸本 伊藤 伊藤 伊藤　駿石黒　圭汰 76(3) 61 本間 本間　智也伊藤　貴一 伊藤 64 高橋 髙橋　将國井　隆斗 國井 中村 中村　海斗相澤　拓実 相澤 60 伊藤 64 平安山　翼田中　子龍 田中 本間 落合　賛小林　元 63 伊藤 60 金澤 小松原　祐樹小泉　賢一 國井 佐藤 島田　太郎高坂　優希 斉藤 61 金澤 61 金澤　海心徳重　蒼汰 細川 佐藤 佐藤　泰我斉藤　匠 60 伊藤 伊藤 62 須貝　京祐細川　千拡 國井 本間 五十嵐　文熊倉　沢斗 小川 62 76(3) 宮島 板垣　裕介　坂内　優太 大谷 犬飼 小川　元輝小川　祥吾 61 小川 渡邉 61 宮島　勇斗大谷　隼人 大谷 市島 犬飼　拓真加藤　拓斗 髙井 60 60 渡邉 吉田　智哉柴野　尚喜 青木 市島 山田　啓太髙井　礼央 w.o 髙井 渡邉 61 渡邉　そら青木　郁 青木 市島 市島　聡一郎斎藤　竣哉 w.o 63 阿部　良紀佐藤　奨真 鈴木　将矢［３位決定戦］伊藤　貴一 伊藤國井　隆斗 國井伊藤　駿 76(3)本間　智也 (新潟明訓高校)

樋口伊藤76(5)

(新津高校)

(五泉高校)
42 (新潟東高校)[5-8] 21 (新発田高校) [2] 41 (新発田高校)1920 (新津高校)(新潟向陽高校) (五泉高校)38 (新潟向陽高校)39

(新潟向陽高校)37 (新発田高校)3617 (新発田南高校) 40 (新津高校)18 (新発田高校)
(新潟東高校) 351516

33 (新発田南高校)(新潟東高校)34 (新津高校)11 (五泉高校)
14 (新発田高校)

(新潟明訓高校)[3-4] 12 (新津高校)
(新潟東高校)31 (新潟明訓高校)323010 [3-4][5-8] [5-8](新潟東高校)

9 (新発田南高校)(新潟東高校)
13

(新津高校)
(新潟明訓高校)8

(五泉高校)

29 (新発田高校)7 (新津高校) 28 (新発田南高校)6 (新潟明訓高校) 26 (新発田高校)27
35 (新津高校)(新発田高校) 24 (新発田南高校)4 (新発田南高校) 25 (新津高校)

22 (新潟東高校)23[1] 1 (村上中等) [5-8]2 (新潟東高校)



全日本ジュニア下越地区予選全日本ジュニア下越地区予選全日本ジュニア下越地区予選全日本ジュニア下越地区予選２０１９年４月６、７日  五十公野１８歳以下女子シングルス１８歳以下女子シングルス１８歳以下女子シングルス１８歳以下女子シングルス 高橋 山口63 63本間 佐藤62 61高橋 樋口60 64西條 樋口62 60高橋 本田61 62権瓶 渡邉62 62木村 本田61 60若月 石山61 64木村 本田63 61高橋 本田61 75内山 出戸64 61寺尾 櫻井64 63内山 出戸62 60土田 石月60 64斎藤 岩野63 62山口 岡63 63斎藤 岩野62 60渡辺 斎藤61 61斎藤 岩野63 62［３位決定戦］
［５位決定戦］

樋口61出戸　千笑 (新発田高校)

岩野61
樋口
76(6)内山
63内山　真優 (新潟明訓高校)

高橋60

齋藤　蘭菜 (新発田高校)

樋口　ひかり (新潟明訓高校)
岩野　沙耶花 (五泉高校)木村　友美 (新発田高校)

斎藤　理那 (新潟明訓高校)[5-8] 20 齋藤　蘭菜 (新発田高校) [2] 40 岩野　沙耶花 (五泉高校)19 渡辺　栞理 (新潟明訓高校) 39 岡　明璃 (新潟明訓高校)18 星　美優 (新潟東高校) 38 川村　日奈子 (新発田高校)17 山口　真友子 (新発田南高校) 37 石月　梨子 (新発田高校)16 吉田　詩音 (新潟明訓高校) 36 小林　凜 (新発田南高校)15 土田　瑠梨 (五泉高校) 35 櫻井　梨乃 (新発田南高校)14 石井　紫穂菜 (新発田高校) 34 岡　優衣 (新潟東高校)13 番場　志帆 (新潟東高校) 33 (新発田高校)12 寺尾　凜 (新発田高校) 32 赤塚　莉穏 (新潟明訓高校)[3-4] [5-8] 31 出戸　千笑11 内山　真優 (新潟明訓高校) (新発田高校)[5-8] 10 木村　友美 (新発田高校) [3-4] 30 本田　麻結高橋　愛優 (五泉高校)9 若月　仁美 (新潟明訓高校) 29 石山　愉理 (新潟明訓高校)278 小林　未来 (新発田南高校) 286 平　麻由 (新潟東高校) 星　亜珠加 (五泉高校)7 権瓶　万葉 (新潟明訓高校) 26 渡邉　寧々 (新発田南高校)25 金田　優依 (新潟東高校)5 西條　美羽 (新発田高校) 樋口　ひかり (新潟明訓高校)三田　千晴2223 佐藤　美紅4 伊藤　綾乃 (新潟明訓高校) 24山本　カレン (新発田高校)(新潟明訓高校)[5-8] 21 山口　里歌 (新発田南高校)(新潟明訓高校)(Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ)2 本間　夏海 (新発田南高校)[1] 1 高橋　伽羅3



全日本ジュニア下越地区予選全日本ジュニア下越地区予選全日本ジュニア下越地区予選全日本ジュニア下越地区予選２０１９年４月６、７日  五十公野１８歳以下女子ダブルス１８歳以下女子ダブルス１８歳以下女子ダブルス１８歳以下女子ダブルス高橋 伽羅 (Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ) 高橋 武藤 武藤　未優三牧　陽向 (ﾌｧｰｽﾄＴＡ) 三牧 岡 岡　　千尋関根　怜乃 関根 61 64 櫻井 櫻井　梨乃佐藤　望愛 佐藤 山口 山口　真友子若月　仁美 w.o 高橋 斎藤 75 高橋　愛優石山　愉理 三牧 本田 星　　亜珠加川村　日奈子 川村 60 61 岡 岡　　優衣西條　美羽 西條 星 星　　美優佐藤　唯愛 62 桑野 斎藤 w.o 吉田　詩音廣島　璃々子 斉木 本田 渡辺　栞理石月　梨子 桑野 63 61 齋藤　蘭菜石井　紫穂菜 斉木 岩野 斎藤 本田　麻結桑野　未羽 63 土田 本田 木村 山口　里歌斉木　ことみ 63 75 寺尾 本間　夏海岩野　沙耶花 岩野 63 木村 木村　友美土田　瑠梨 土田 寺尾 寺尾　凛赤塚　莉穏 小林 60 木村 w.o 岡　　明璃山本　カレン 高橋 寺尾 権瓶　万葉小林　凛 w.o 岩野 76(6) 渡邉 樋口　ひかり高橋　りのん 土田 小林 斉藤　理那三田　千晴 金田 62 関川 w.o 渡邉　寧々伊藤　綾乃 平 吉岡 小林　未来金田　優依 w.o 出戸 60 関川　望和平　　麻由 佐藤 吉岡　明音出戸　千笑 61佐藤　美紅［３位決定戦］高橋 伽羅 (Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ)三牧　陽向 (ﾌｧｰｽﾄＴＡ)木村　友美寺尾　凛 (新発田高校) 60三牧高橋
[5-8] 13 (新発田高校) 24(新潟明訓高校)(新潟東高校) (新発田南高校)12
[5-8] 7 (新発田高校)

[2] 25 (新津高校)11 (新潟明訓高校)219 (新潟明訓高校)[3-4] 810 (五泉高校) 2075
23 (新潟明訓高校)22 (新発田南高校)

(新発田南高校)
(新潟明訓高校)(新津高校) (新発田高校)岩野(新津高校)(新発田高校) [5-8][3-4]

(新津高校)(新潟明訓高校)[1] 132
6 194 (新発田高校) 175 土田

[5-8] 14
18

(新津高校)15 (新発田南高校)16 (五泉高校)(新潟東高校)



全日本ジュニア下越地区予選全日本ジュニア下越地区予選全日本ジュニア下越地区予選全日本ジュニア下越地区予選２０１９年４月6，7日  五十公野
１６歳以下男子シングルス１６歳以下男子シングルス１６歳以下男子シングルス１６歳以下男子シングルス 斎藤62柴野63 斎藤63田中75 田中63［代表決定戦］

3-0

26 0-3

2-1

1-236

3675

3636

62

63

63 63 63

57菅原　悠暉 (T&S新発田ITS)
伊藤 高橋 柴野 菅原

[1] 1 斎藤　慶人 (T&S新発田ITS)

高橋　沙羅 (T&S新発田ITS)伊藤　奏 (新潟明訓高校)

3 柴野　晃太 (開志国際高校)2 伊藤　奏 (新潟明訓高校)
5 高橋　沙羅 (T&S新発田ITS)4 田中　颯人 (開志国際高校)

６位４位５位３位

[2] 6 菅原　悠暉 (T&S新発田ITS)

柴野　晃太 (開志国際高校)


