
                2011.12.7

 '11ジュニア委員会行事・報告 新潟市テニス協会ジュニア委員長：尾崎常博

月 内          容 会   場 チーフ 回数、参加数、その他

定例強化練習会 ジャンボＴＳ 尾崎常博 4回                     　23人 　
トレーニング・クリニック マリンブルーTS 阿部丈晴 2/20(日)                　20人 

定例強化練習会 ジャンボＴＳ 尾崎常博 4回                     　32人   　

北信越大会準備強化練習会 市営庭球場 阿部丈晴 北信越Jr大会に向けて３回　15人 

全日本ジュニア新潟地区予選U18(主催) 市営庭球場 尾崎常博 3/31、4/1              270単、115複  

定例強化練習会 市営庭球場 阿部丈晴 3回                     　37人 

じょんのびオープン大会(共催) 市営庭球場 尾崎常博 4/10～16 JOP賞金大会 

全日本ジュニア新潟地区予選U16(主催) 市営庭球場 阿部丈晴 4/16                    47単、22複

西蒲区ジュニア・レディステニス教室 スポーツパーク西川 尾崎常博 4/24(土)                  15人

トレーニング・クリニック マリンブルーTS 阿部丈晴 4/29(木)                　18人 

定例強化練習会 市営庭球場 阿部丈晴 4回                     　27人 

西蒲区ジュニア・レディステニス教室 スポーツパーク西川 尾崎常博 5/15(土)                  15人

定例強化練習会 市営庭球場 阿部丈晴 ４回                    　29人 

県春季フューチャーズU11(運営) 市営庭球場 尾崎常博 6/11(土)              男30人、女23人

西蒲区ジュニア・レディステニス教室 スポーツパーク西川 尾崎常博 6/19(土)                  15人

定例強化練習会 市営庭球場 尾崎常博 ４回                    　53人 

北信越大会準備強化練習会 市営庭球場 阿部丈晴 北信越Jr大会に向けて３回　24人 

ちびっこテニスのつどい・パート１ ジャンボ 長沢昇一 7/17(土)午前              22組

西蒲区ジュニア・レディステニス教室 スポーツパーク西川 尾崎常博 7/24(土)                  15人

全国大会準備練習会 中地区テニスコート 尾崎常博 7/23(土)、24(日)、25(月)   8人

全国大会準備練習会 寺地、メイワ 尾崎常博 7/27(水)                   2人

新潟市高校生大会(主催) 市営庭球場 加藤  功 7/30(火),31(水)         162単、135複

定例強化練習会 市営庭球場 尾崎常博 5回                     　55人 

新潟市高校生大会(主催) 市営庭球場 加藤  功 8/1(月)                 162単、135複

県夏季フューチャーズU11～15(運営) 市営庭球場 尾崎常博 8/2～3　              男80人、女72人

夏季強化練習会(合宿中止) メイワサンピア 尾崎常博 8/8～10　                　9人  

ちびっこテニスのつどい・パート２ ジャンボ 長沢昇一 8/15(日)午前              15組

群馬県強化交流会 白根コート 長沢昇一 8/16(火)                  20人

第５回新潟市小学生大会(主催) 市営庭球場 山本圭介 8/12(金)                　49人 

北軽井沢合宿 北軽井沢 阿部丈晴 8/18～21                   1人

西蒲区ジュニア・レディステニス教室 スポーツパーク西川 尾崎常博 8/20(金),21(土)           15人

定例強化練習会 市営庭球場 阿部丈晴 7回                     　60人 

新潟市中学生大会(主催) 市営庭球場 尾崎常博 9/10(土)                23単、6複

西蒲区ジュニア・レディステニス教室 スポーツパーク西川 尾崎常博 9/18(土)                  15人

10 定例強化練習会 市営庭球場 阿部丈晴 ８回                    　85人 

月 西蒲区ジュニア・レディステニス教室 スポーツパーク西川 尾崎常博 10/22(土)                 15人

11 定例強化練習会 ジャンボ 阿部丈晴 6回                     　46人 

月 新潟市高校生強化練習会 マリンブルー 加藤  功 11/13(日)、20(日)　       32人 

12 定例強化練習会 ジャンボ 阿部丈晴 中止

月 関東遠征合宿 タチカワ 阿部丈晴 中止

■内容 ■ふりかえり

　1)強化練習会(６１日) 　1)定例強化練習会 (61日、525人、コーチ91人、高校強化64人)

　2)夏季強化合宿(北軽井沢、メイワ) 　2)夏季強化合宿 (北軽井沢1人、メイワ9人)

　3)冬季強化合宿(関東:大会と合宿、中止) 　3)冬季強化合宿 (関東:0人)

　4)強化交流会(群馬Jr） 　4)強化交流会 (群馬Jr、10人+10人）

  5)トレーニング・クリニック 　5)トレーニング・クリニック (コーチ招聘、20人）

　6)大会主催(4大会）運営(2大会) 　6)大会主催と運営 (主催4大会、運営、2大会)

　7)JOP大会等での強化(出場補助) 　7)激励金 (出場補助、10人)

  8)ちびっこ普及教室（２回）   8)ちびっこ普及教室（夏2回、22組+15組）

  9)西蒲区ジュニア・レディステニス教室   9)西蒲区ジュニア・レディステニス教室（7回）

尾崎常博 4回                     　48人 
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                2012.1.15

 '１２ジュニア委員会行事・計画 新潟市テニス協会ジュニア委員長：尾崎常博

月 内          容 会   場 チーフ 回数、参加数、その他

定例強化練習会 ジャンボＴＳ 尾崎常博 ３回(日)  　

トレーニング・クリニック マリンブルーTS 阿部丈晴 2/19(日)

定例強化練習会 ジャンボＴＳ 尾崎常博 ３回(日)  　

全国選抜ジュニア新潟県予選(運営) 市営庭球場 尾崎常博 3/26(月)予3/27

定例強化練習会 市営庭球場 阿部丈晴 8回(月,金)   

全日本ジュニア新潟地区予選U18(主催) 市営庭球場 尾崎常博 4/1(日)、2(月) 予4/3、4 (男女単複 )

全日本ジュニア新潟地区予選U16(主催) 市営庭球場 阿部丈晴 4/14(土) 予4/22 (男女単複)

西蒲区ジュニア・レディステニス教室 スポーツパーク西川 尾崎常博 4/7(土)

定例強化練習会 市営庭球場 阿部丈晴 ８回(月,金) 　

西蒲区ジュニア・レディステニス教室 スポーツパーク西川 尾崎常博 5/19(土)

全日本ジュニア県予選(運営) 市営庭球場 尾崎常博 5/12,13 予5/19  U18,U16男女単複

定例強化練習会 市営庭球場 阿部丈晴 ８回(月,金)  　

新潟県春季フューチャーズ大会(運営) 市営庭球場 尾崎常博 6/9(土) U13男女単  予6/17

新潟県春季フューチャーズ大会(運営) 市営庭球場 尾崎常博 6/16(土) U15男女単 予6/17

西蒲区ジュニア・レディステニス教室 スポーツパーク西川 尾崎常博 6/23(土)

定例強化練習会 市営庭球場 尾崎常博 ６回(月,金)  

北信越大会準備強化練習会 市営庭球場 阿部丈晴 北信越Jr大会に向けて

ちびっこテニスのつどい・パート１ ジャンボ 長沢昇一 7/29(日)午前

新潟市高校生大会(主催) 市営庭球場 加藤 功 7/25(水),26(木) 

新潟市高校生強化練習会 市営庭球場 加藤 功 7/27(金)

西蒲区ジュニア・レディステニス教室 スポーツパーク西川 尾崎常博 7/21(土)

塩沢交流合宿 大原運動公園 尾崎常博 8/1～3  

群馬県強化交流会 白根コート 長沢昇一 8/9(火)  

ちびっこテニスのつどい・パート２ ジャンボ 長沢昇一 8/15(水)午前

新潟県夏季フューチャーズ大会(運営) 市営庭球場 尾崎常博 8/20(木),21(金) 　予8/22

新潟市中学生大会(主催) 市営庭球場 阿部丈晴 8/23(木)　予無し

北軽井沢合宿 北軽井沢 阿部丈晴 8/17～21   

西蒲区ジュニア・レディステニス教室 スポーツパーク西川 尾崎常博 8/17,18

北信越大会準備練習会 市営庭球場 尾崎常博 RSK北信越大会に向けて

定例強化練習会 市営庭球場 阿部丈晴 ８回(月,金)  

秋季市小学生大会(主催) 市営庭球場 尾崎常博 9/8(土) 予9   

西蒲区ジュニア・レディステニス教室 スポーツパーク西川 尾崎常博 9/29(土)

10 定例強化練習会 市営庭球場 阿部丈晴 ７回(月,金)   

月 西蒲区ジュニア・レディステニス教室 スポーツパーク西川 尾崎常博 10/27(土)

11 定例強化練習会 ジャンボＴＳ 阿部丈晴 ４回(日) 

月 トレーニング・クリニック マリンブルーTS 阿部丈晴 11/18(日) 

新潟市高校生強化練習会 マリンブルー 加藤 功 11/25

12 定例強化練習会 ジャンボＴＳ 阿部丈晴 ４回(日)　 

月 関東遠征合宿 たちかわJA 阿部丈晴 冬休みに実施 

■目標と計画 ■実施内容

   ①全日本Jr優勝に向けての強化 　1)定例強化練習会(月・金の夜間、60日実施予定)

   ②練習内容の充実(体力面の強化) 　2)夏季強化合宿(北軽井沢、塩沢)

   ③他エリアとの交流で刺激を 　3)冬季強化合宿(関東:大会と合宿)

   ④新潟市小・中学生大会のPR 　4)強化交流会(群馬Jr）

   ⑤上位大会に向けての実戦練習 　5)トレーニング・クリニック(ナショナルコーチ招聘）

   ⑥市内全域への普及 　6)大会主催(5大会）運営・主管(5大会)

　7)JOP大会での強化(出場補助)

  8)ちびっこ普及教室（夏に２回）

  9)西蒲区ジュニア・レディステニス教室（７回）
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平成24年1月15日
　　　　　　　　　　　　　 新潟市テニス協会

　　　　　　ジュニア委員長　尾崎常博

１　全国大会の成績　　出場者：延べ１５人 + H24年４月出場決定者２人
大　　会　　名 　　　会場・期日 選手名・種目 成　　績

全日本ジュニア選抜室内 吹田市・江坂テニス 粉川聖月（新潟第一高校）             1回戦敗退　
テニス大会 2月 　　女子シングルス　

DUNLOP全国選抜ジュニアテニス 柏市・TTC 田中瑛士（スポーツガーデン新潟）             1回戦敗退　
大会 5月 　　12歳以下男子シングルス　

全国小学生テニス選手権大会 東京・相娯園 田中瑛士（新潟市立山田小学校）             1回戦敗退
7月 後藤　直（新潟市立青山小学校） 1回戦敗退　

　　男子シングルス　

全国中学生テニス選手権大会 兵庫 神田朗良（新潟市立新津第一中） 1回戦敗退
8月 　　女子シングルス　

全日本ジュニアテニス大会 大阪市・靱公園 田中瑛士（スポーツガーデン新潟）             1回戦敗退　
8月 　　12歳以下男子シングルス

田中瑛士・（鳥越祐太） 1回戦敗退　
（スポーツガーデン新潟）・（長岡市テニス協会）

　　12歳以下男子ダブルス
石倉孝浩・中村唯人 1回戦敗退　
（新潟ジャンボITS ）・（fit）
　　14歳以下男子ダブルス

全国高校総体 青森・総合運動公園 粉川聖月（新潟第一高校） ベスト16
8月 　　女子シングルス　

粉川聖月・粉川友花（新潟第一高校）  ベスト32
　　女子ダブルス

国民体育大会 山口県・岩国市 粉川聖月（新潟第一高校）  ２回戦敗退
10月 　　少年女子

RSK全国選抜ジュニアテニス大会 岡山市・浦安市 中村唯人（fit） 1回戦敗退　
10月 　　男子シングルス　

中牟田杯全国選抜ジュニアテニス 福岡市・博多の森 粉川友花（新潟第一高校）            予選リーグ敗退
大会 10月 　　女子シングルス

※トヨタジュニアテニス選手権 名古屋 粉川友花（新潟第一高校）   
大会 H24年4月 保科慶（東京学館新潟高校）

　　16歳以下シングルス
※は2012年の開催大会

２　北信越大会の成績
大　　会　　名 会場、期日 選手名・種目 成　　績

ダンロップカップ全国選抜 富山・八尾夢の森 田中瑛士（スポーツガーデン新潟）             ３位（前年B16)
ジュニアテニス北信越予選 4月 後藤　直（fit） 1回戦敗退　

高橋一生（新潟ジャンボITS ） 1回戦敗退　
※田中瑛士:第３位 風間健太郎（fit） 1回戦敗退　
→全国大会へ 　　12歳以下男子シングルス　

尾﨑留唯(マリンブルーTS) 1回戦敗退　
小野朋花(マリンブルーTS) 1回戦敗退　
　　12歳以下女子シングルス　

中村唯人（fit） 1回戦敗退　
石倉孝浩（新潟ジャンボITS ） 1回戦敗退　
　　14歳以下男子シングルス　

桑原新菜（カザマテニスアカデミー） 1回戦敗退　
長束実紀（カザマテニスアカデミー） 1回戦敗退　
　　14歳以下女子シングルス　

全国小学生テニス大会北信越予選 富山・八尾夢の森 田中瑛士（スポーツガーデン新潟）     　　　　　３位（前年6位)
5月 後藤　直（fit）　　　　　　　　　 ４位（前年B16)

高橋一生（新潟ジャンボITS ） 1回戦敗退　
※田中瑛士:第３位 髙澤直希（スポーツガーデン新潟）     　 1回戦敗退　
※後藤　直:第４位 　　男子シングルス
→2人は全国大会へ

全国中学生テニス大会北信越予選 長岡市・希望が丘 森川祐宇（東中学校 ）　　　　　　　　 ベスト16
6月 　　男子シングルス

※神田朗良:第４位 神田朗良（新津第一中学校）　　　　　　　　 ４位（前年B16)
→全国大会へ 　　女子シングルス　

中村貫勢・中村唯人（新潟第一中学校） ベスト８
西潟透・中村圭偉（上山中学校） 1回戦敗退　
五十嵐涼・佐藤宇浩（東新潟中学校） 1回戦敗退　
　　男子ダブルス

　　　　　　　　　　　　平成２３年度各種大会等の成果

　　　　　　　新潟市テニス協会ジュニア強化事業



大　　会　　名 会場、期日 選手名・種目 成　　　　績
全日本ジュニアテニス大会 金沢市・西部緑地 田中瑛士（スポーツガーデン新潟）     　　　　　２位（前年B16)
北信越予選 7月 後藤直（fit）　　　　　　　　　 ベスト16

※田中瑛士:第２位 池田笑生（池村プロテニス塾） 1回戦敗退　

→全国大会へ 風間健太郎（fit） 1回戦敗退　
髙澤直希（スポーツガーデン新潟）    1回戦敗退　

田中瑛士・（鳥越祐太） 　12歳以下男子シングルス　
:第３位
→全国大会へ 田中瑛士・（鳥越祐太） ３位

（スポーツガーデン新潟）・（長岡市テニス協会）

髙澤直希・（渡辺太一） ベスト８

（スポーツガーデン新潟）・（T&S新発田ITS）

風間健太郎・後藤直（fit） 1回戦敗退　
　　12歳以下男子ダブルス

中村唯人（fit） ベスト16
五十嵐涼（マリンブルーTS） 1回戦敗退　
　　14歳以下男子シングルス　

※石倉孝浩・中村唯人: 石倉孝浩・中村唯人　 ３位（前年4位）
第３位 （新潟ジャンボITS ）・（fit）
→全国大会へ 　14歳以下男子ダブルス

尾﨑留唯（マリンブルーTS） ベスト16
　　12歳以下女子シングルス　

尾﨑留唯・（宮本優希） 1回戦敗退　
（マリンブルーTS）・（ファーストTA）

　　12歳以下女子ダブルス

長束実紀（カザマテニスアカデミー）　　　 ベスト16
　　14歳以下女子シングルス　

桑原新菜・長束実紀 1回戦敗退　
（カザマテニスアカデミー）　　
　　14歳以下女子ダブルス

結城慎之介（東京学館新潟 高校） ５位
保科慶（東京学館新潟 高校） ベスト16
　　16歳以下男子シングルス　

※保科・結城:第３位 保科慶・結城慎之介（東京学館新潟 高校） ３位
　　16歳以下男子ダブルス

神田朗良（カザマテニスアカデミー） ベスト16
森田綾花（新潟第一高校）   1回戦敗退　
土谷明佳音（新潟第一高校）   1回戦敗退　
　　16歳以下女子シングルス　

佐藤涼・森田綾花（新潟第一高校）   1回戦敗退　
粉川友花・（吉原里佳奈） 1回戦敗退　
（新潟第一高校）・ （長岡市テニス協会）

　　16歳以下女子ダブルス

粉川聖月（新潟第一高校） ベスト16
　　18歳以下女子シングルス　

RSK全国選抜ジュニアテニス大会 南魚沼市・大原運動公園 中村唯人（fit）　　　　　　　　 ４位（前年11位）
北信越予選 8月　 田中瑛士（スポーツガーデン新潟）     　　　　　ベスト16

五十嵐涼（マリンブルーTS） ベスト16
※中村唯人:第４位 後藤健太（新潟ジャンボITS ） ベスト16
→全国大会へ 石倉孝浩（新潟ジャンボITS ） ベスト16

後藤直（fit）　　　　　　　　　 ベスト16
風間健太郎（fit） 1回戦敗退　
　　13歳以下男子シングルス　

城向穂南（新潟ジャンボITS ）　　　　　　　　 1回戦敗退　
浅妻みくり（マリンブルーTS） 1回戦敗退　
　　13歳以下女子シングルス　

中牟田杯全国選抜ジュニアテニス 松本市・信州スカイパーク 森川祐宇（新潟ジャンボITS ）　　　　　　　　 ベスト16
大会北信越予選 9月 　　15歳以下男子シングルス　

※粉川友花:第５位 粉川友花（新潟第一高校）  ５位
→全国大会へ 神田朗良（カザマテニスアカデミー） ベスト16

　　15歳以下女子シングルス　

JOCジュニアオリンピックカップ 松本市・信州スカイパーク 森川祐宇（新潟ジャンボITS ）　　　　　　　　 1回戦敗退　
全日本ジュニア選抜室内テニス 10月 結城慎之介（東京学館新潟 高校） 1回戦敗退　
選手権北信越地区予選大会 　　18歳以下男子シングルス　

粉川友花（新潟第一高校）  ７位
土谷明佳音（新潟第一高校）  1回戦敗退　
　　18歳以下女子シングルス　



大　　会　　名 会場・期日 選手名・種目 成　　績
北信越地区県対抗小学生テニス 石川・いしかわ総合スポー 男子チーム １位
選手権大会団体戦 ツセンター 田中瑛士（スポーツガーデン新潟）

12月 　後藤直（fit）　　　　　　　　　
　髙澤直希（スポーツガーデン新潟）    

※男子チーム:初優勝 　高橋一生（新潟ジャンボITS ）　
　他２名

３　新潟県大会の成績（ベスト８以上を掲載）
大　　会　　名 会場・期日 選手名・種目 成　　績

ダンロップカップ全国選抜ジュニア 新発田市・五十公野公園 田中瑛士（スポーツガーデン新潟）     　　　　　１位
新潟県予選 3月　 後藤直（fit）　　　　　　　　　 ２位

風間健太郎（fit） ４位
池田笑生（池村プロテニス塾） ５位
高橋一生（新潟ジャンボITS ）　 ６位
髙澤直希（スポーツガーデン新潟）    ７位

　12歳以下男子シングルス　

尾﨑留唯（マリンブルーTS） ３位
小野朋花(マリンブルーTS) ５位
　　12歳以下女子シングルス　

中村唯人（fit）　　　　　　　　 ４位
石倉孝浩（新潟ジャンボITS ） ６位
五十嵐涼（マリンブルーTS） ７位
　　14歳以下男子シングルス　

桑原新菜（カザマテニスアカデミー） ４位
長束実紀（カザマテニスアカデミー） ６位
　　14歳以下女子シングルス　

新潟県小学生テニス選手権大会 柏崎市：駅前テニスコート 田中瑛士（山田小学校）   １位
　　　　白竜テニスコート 後藤直（青山小学校）　　　　　　　　　 ２位
4月 髙澤直希（坂井東小学校）    ４位

高橋一生（上山小学校）　 ５位
木山秀（附属新潟小学校） ７位
　　小学生男子シングルス　

新潟県中学生テニス選手権大会 長岡市：希望が丘 森川祐宇（東中学校 ）　 ４位
5月 　　男子シングルス　

神田朗良（新津第一中学校）　　　　　　　　 １位
加藤海咲（黒埼中学校） ８位
　　女子シングルス

中村貫勢・中村唯人（新潟第一中学校） ２位
五十嵐涼・佐藤宇浩（東新潟中学校） ３位
西潟透・中村圭偉（上山中学校） ４位
山崎純一朗・後藤健（上山中学校） ７位
　　男子ダブルス

城向穂南・尾﨑留唯（新潟明訓中学校） ６位
　　女子ダブルス

全日本ジュニアテニス選手権大会 南魚沼市・大原運動公園 田中瑛士（スポーツガーデン新潟）     　　　　　１位
新潟県予選 新潟市・新潟市庭球場 後藤直（fit）　　　　　　　　　 ２位

5月 風間健太郎（fit） ４位
髙澤直希（スポーツガーデン新潟）    ５位
池田笑生（池村プロテニス塾） ６位
佐藤宇浩（マリンブルーTS） ７位
　　12歳以下男子シングルス

尾﨑留唯（マリンブルーTS） ４位
小野朋花(マリンブルーTS) ７位
　　12歳以下女子シングルス　

中村唯人（fit）　　　　　　　　 ３位
五十嵐涼（マリンブルーTS） ６位
石倉孝浩（新潟ジャンボITS ） ７位
　　14歳以下男子シングルス　

長束実紀（カザマテニスアカデミー）
桑原新菜（カザマテニスアカデミー）
　　14歳以下女子シングルス　

結城慎之介（東京学館新潟 高校） ２位
保科慶（東京学館新潟 高校） ５位
　　16歳以下男子シングルス

粉川聖月（新潟第一高校） １位
中村美月（新潟第一高校） ７位
中原早友理（新潟南高等学校） ８位
　　18歳以下女子シングルス　



大　　会　　名 会場・期日 選手名・種目 成　　績
田中瑛士・（鳥越祐太） １位

（スポーツガーデン新潟）・（長岡市テニス協会）

風間健太郎・後藤直（fit） ２位
髙澤直希・（渡辺太一） ３位

（スポーツガーデン新潟）・（T&S新発田ITS）

佐藤宇浩・木山秀（マリンブルーTS） ４位
　　12歳以下男子ダブルス

尾﨑留唯・（宮本優希） ２位
（マリンブルーTS）・（ファーストTA）

　　12歳以下女子ダブルス　

石倉孝浩・中村唯人　 ２位
（新潟ジャンボITS ）・（fit）

　14歳以下男子ダブルス

桑原新菜・長束実紀 １位
（カザマテニスアカデミー）　　

　14歳以下女子ダブルス

保科慶・結城慎之介（東京学館新潟 高校） １位
中村貫勢・佐藤旦斎（新潟第一中学校） ４位

　16歳以下男子ダブルス

粉川友花・（吉原里佳奈） １位
（新潟第一高校）・ （長岡市テニス協会）
佐藤涼・森田綾花（新潟第一高校）   ３位

　16歳以下女子ダブルス

中村美月・中村彩鈴（新潟第一高等学校） ４位
　18歳以下女子ダブルス　

新潟県ジュニアリーグ大会Ⅰ 妙高・ニュー・グリー 森川祐宇（新潟ジャンボITS ）　　　　　　　　 ３位
ンピア津南 中村唯人（fit）　　　　　　　　 ７位
5月 石倉孝浩（新潟ジャンボITS ） １１位

五十嵐涼（マリンブルーTS） １２位
※トップ１６選手の大会 田中瑛士（スポーツガーデン新潟）     　　　　　１３位

後藤直（fit）　　　　　　　　　 １４位
後藤健太（新潟ジャンボITS ） １５位
風間健太郎（fit） １６位
　　男子シングルス

城向穂南（新潟ジャンボITS ）　　　　　　　　 ９位
尾﨑留唯（マリンブルーTS） １３位
　　女子シングルス

新潟県春季フューチャーズ 新潟市・新潟市庭球場 渋井諒（新潟ジャンボITS ）　　 １位
テニス大会 新発田市：五十公野公園 高綱一礼(新潟ジャンボITS) ６位

6月 　　11歳以下男子シングルス

小木瑞希（新潟ジャンボITS ）　 ８位
　　11歳以下女子シングルス

阿部祥太（fit） １位
後藤直（fit）　　　　　　　　　 ３位
風間健太郎（fit） ４位
後藤健太（新潟ジャンボITS ） ５位
佐藤宇浩（マリンブルーTS） ６位
高橋一生（新潟ジャンボITS ）　 ８位
　　13歳以下男子シングルス

佐藤留未（新潟ジャンボITS ）　 ３位
小野朋花（マリンブルーTS） ５位
尾﨑留唯（マリンブルーTS） ６位
　　13歳以下女子シングルス

山田一輝（マリンブルーTS） ７位
　　15歳以下男子シングルス

長束実紀（カザマテニスアカデミー） ２位
渡辺樹（新潟ジャンボITS ）　 ３位
加藤海咲（スポーツガーデン新潟） ６位
五十嵐舞花（新潟ジャンボITS ）　 ７位
　　15歳以下女子シングルス

新潟県ジュニアリーグ大会Ⅱ 妙高・パインバレー 森川祐宇（新潟ジャンボITS ）　　 １位
6月 中村唯人（fit）　　　　　　　　 ６位

石倉孝浩（新潟ジャンボITS ） ８位
※トップ16選手の大会 五十嵐涼（マリンブルーTS） ９位

田中瑛士（スポーツガーデン新潟）     　　　　　１３位
後藤直（fit）　　　　　　　　　 １４位
阿部祥太（fit） １５位
　　男子シングルス



大　　会　　名 会場・期日 選手名・種目 成　　績

長束実紀（カザマテニスアカデミー） ５位
渡辺樹（新潟ジャンボITS ）　 ６位
城向穂南（新潟ジャンボITS ）　　　　　　　　 ７位
小野朋花（マリンブルーTS） １４位
佐藤留未（新潟ジャンボITS ）　 １５位
　　女子シングルス

RSK 全国選抜ジュニア新潟県 新発田市：五十公野公園 中村唯人（fit）　　　　　　　　 ２位
予選大会 7月 石倉孝浩（新潟ジャンボITS ） ３位

五十嵐涼（マリンブルーTS） ４位
後藤健太（新潟ジャンボITS ） ５位
後藤直（fit）　　　　　　　　　 ６位
田中瑛士（スポーツガーデン新潟）     　　　　　７位
風間健太郎（fit） ８位
　　13歳以下男子シングルス

城向穂南（新潟ジャンボITS ）　　　　　　　　 ５位
浅妻みくり（マリンブルーTS） ８位
　　13歳以下女子シングルス

国体新潟県予選 南魚沼市・大原運動公園 堀江健仁（東京学館新潟高校） ３位
7月 粉川聖月（新潟第一高等学校） １位
※粉川聖月→国体へ 粉川友花（新潟第一高校）  ４位

新潟県中学生テニス大会・団体戦 新潟市・新潟第一高等学校 新潟第一中学校 １位
7月 新潟市立上山中学校　 ３位

新潟市立石山中学校 ４位
　　男子団体

新潟第一中学校 ４位
　　女子団体

新潟県夏季フューチャーズ 新潟市・新潟市庭球場 渋井諒（新潟ジャンボITS） ５位
テニス大会 8月 　　11歳以下男子シングルス

松山明日葉（マリンブルーTS） ７位
　　11歳以下女子シングルス

阿部祥太（fit）　 １位
佐藤宇浩（マリンブルーTS） ２位
後藤直（fit）　　　　　　　　　 ３位
風間健太郎（fit） ５位
髙澤直希（スポーツガーデン新潟） ６位
高橋一生（新潟ジャンボITS ）　 ８位
　　13歳以下男子シングルス

尾﨑留唯（マリンブルーTS） ３位
小野朋花（マリンブルーTS） ４位
佐藤留未（新潟ジャンボITS ）　 ７位
本多ひなの（新潟ジャンボITS ）　 ８位
　　13歳以下女子シングルス

中村貫勢（新潟第一中学校） ３位
　　15歳以下男子シングルス

桑原新菜（カザマテニスアカデミー）　 ２位
坂村莉果子（新潟ジャンボITS ）　 ８位
　　15歳以下女子シングルス

新潟県中学校テニス大会 長岡市：希望が丘 中村唯人（新潟第一）　　　　　　 ３位
8月 山崎純一朗(上山)

阿部祥太(新潟第一)
渡瀬圭哉(大形)
風間健太郎(新津第五)
　　男子シングルス

中村唯人・阿部祥太（新潟第一）　　　　　　 １位
佐藤武蔵・後藤浩基（新潟第一）　 ２位
佐久間和也・山崎純一朗(上山) ３位
　　男子ダブルス

桑原新菜(亀田西) １位
長束実紀(小針) ２位
城向穂南(新潟明訓) ３位
　　女子シングルス

尾﨑留唯・城向穂南(新潟明訓) １位
本間里佳・坂村莉果子(関屋) ３位
　　女子ダブルス

中牟田杯全国選抜ジュニア新潟県 上越市・上越総合運動公園 森川祐宇（新潟ジャンボITS ）　　 ３位
予選大会 8月 　　15歳以下男子シングルス

神田朗良（カザマテニスアカデミー） ３位
粉川友花（新潟第一高校）  ６位
　　15歳以下女子シングルス



大　　会　　名 会場・期日 選手名・種目 成　　績

高等学校テニス選手権 南魚沼市・大原運動公園 結城慎之介 (東京学館新潟) ２位
9月 保科慶 (東京学館新潟) ３位

　　男子シングルス

結城・保科 (東京学館新潟) １位
樋口・長澤 (東京学館新潟) ４位
　　男子ダブルス

粉川友花（新潟第一高校）  ３位
長束千尋（新潟第一高校）  ４位
　　女子シングルス

粉川・土谷 (新潟第一) ３位
　　女子ダブルス

新潟県ジュニアリーグ大会Ⅲ 妙高パインバレー 森川祐宇（新潟ジャンボITS ）　　　　　　　　 ４位
9月 石倉孝浩（新潟ジャンボITS ） ８位

中村唯人（fit）　　 ９位
※トップ16選手の大会 五十嵐涼（マリンブルーTS） １１位

中村貫勢（fit）　 １２位
後藤直（fit）　　　　　　　　　 １３位
佐藤宇浩（マリンブルーTS） １４位
田中瑛士（スポーツガーデン新潟）     　　　　　１５位
阿部祥太（fit）　 １６位
　　男子シングルス

長束実紀（カザマテニスアカデミー） ４位
城向穂南（新潟ジャンボITS ）　　　　　　　　 ９位
尾﨑留唯（マリンブルーTS） １６位
　　女子シングルス

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 上越市・上越総合運動公園 結城慎之介 (東京学館新潟) ３位
全日本ジュニア選抜室内テニス 10月 森川祐宇（新潟ジャンボITS ）　　　　　　　　 ４位
選手権新潟県予選大会 　　男子シングルス

粉川友花（新潟第一高校）  ２位
土谷明佳音（新潟第一高校）  ４位
　　女子シングルス

新潟県秋季フューチャーズ 柏崎市：白竜・駅前 渋井諒（新潟ジャンボITS ）　　 ３位
テニス大会 　　11歳以下男子シングルス

長岡市：希望が丘
松山明日葉（マリンブルーTS） ３位
近優香（マリンブルーTS） ８位
　　11歳以下女子シングルス

田中瑛士（スポーツガーデン新潟）     　　　　　１位
阿部祥太（fit）　 ２位
後藤健太（新潟ジャンボITS ） ４位
佐藤宇浩（マリンブルーTS） ５位
　　13歳以下男子シングルス

小野朋花（マリンブルーTS） ２位
浅妻みくり（マリンブルーTS） ６位
尾﨑留唯（マリンブルーTS） ８位
　　13歳以下女子シングルス

中村貫勢（新潟第一） ３位
中村圭偉（fit）　 ５位
山崎純一朗（fit）　 ８位
　　15歳以下男子シングルス

渡辺樹（新潟ジャンボITS ） ３位
五十嵐舞花（新潟ジャンボITS ） ７位
坂村莉果子（新潟ジャンボITS ） ８位
　　15歳以下女子シングルス

新潟県ジュニアリーグ大会Ⅳ 南魚沼市・大原運動公園 中村貫勢（fit） ４位
11月 中村唯人（fit）　　 ５位

中村圭偉（fit）　　 ７位
※トップ16選手の大会 石倉孝浩（新潟ジャンボITS） ９位

五十嵐涼（マリンブルーTS） １０位
田中瑛士（スポーツガーデン新潟）     　　　　　１３位
後藤直（fit）　　　　　　　　　 １４位
阿部祥太（fit）　 １５位
　　男子シングルス

長束実紀（カザマテニスアカデミー） ４位
渡辺樹（新潟ジャンボITS ） １０位
城向穂南（新潟ジャンボITS ）　　　　　　　　 １３位
小野朋花（マリンブルーTS） １６位
　　女子シングルス



大　　会　　名 会場・期日 選手名・種目 成　　績

トヨタジュニアテニストーナ 新発田市・T&S新発田ITS 保科慶（東京学館新潟高校） １位
メント'2012新潟県予選 11月 森川祐宇（新潟ジャンボITS） ３位

　　男子シングルス
※トップ８選手の大会

粉川友花（新潟第一高校） １位
保科慶、粉川友花は 神田朗良（カザマテニスアカデミー） ２位
→全国大会へ 長束実紀（カザマテニスアカデミー） ４位

土谷明佳音（新潟第一高校） ８位
　　女子シングルス

大　　会　　名 　　　会場・期日 選手名・種目 成　　績

４　新潟市大会の成績（ベスト２以上を掲載）
大　　会　　名 会場・期日 選手名・種目 成　　績

新潟市中学生テニス選手権大会 新潟市・新潟市庭球場 佐藤宇浩（マリンブルーTS） １位
9月 後藤健太（新潟ジャンボITS） ２位

　　男子シングルス

加藤海咲（スポーツガーデン新潟）   １位
五十嵐舞花（新潟ジャンボITS） ２位
　　女子シングルス

新潟市小学生テニス選手権大会 新潟市・新潟市庭球場 高橋一生（新潟ジャンボITS） １位
8月 渋井諒（新潟ジャンボITS） ２位

　　男子シングルス

早川優美（OZﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） １位
臼田夏鈴（fit）　 ２位
　　女子シングルス

大　　会　　名 　　　会場・期日 選手名・種目 成　　績


