
大会名 2019JOCジュニアオリンピックカップ石川県大会 日付 令和元年８月２６日

種目 結果 氏名 所属

〇 男子シングルス 優　勝 村上 稜真 GETT ムラカミ リョウマ

〇 男子シングルス 準優勝 小野 晃広 金沢辰巳丘高等学校 オノ アキヒロ

〇 男子シングルス 第３位 吉田 悠真 金沢高等学校 ヨシダ ユウマ

〇 男子シングルス 第３位 東 光翼 金沢泉丘高等学校 ヒガシ コウスケ

〇 男子シングルス 第５位 谷口 和輝 金沢高等学校 タニグチ カズキ

〇 男子シングルス 第６位 西出 爽 金沢高等学校 ニシデ ソウ

男子シングルス 第７位 水越 太一 ATS ミズコシ タイチ

男子シングルス 第８位 竹村 碧人 金沢高等学校 タケムラ アスト

〇 女子シングルス 優　勝 村松 果奈 北陸学院高等学校 ムラマツ カナ

〇 女子シングルス 準優勝 田中 美羽 北陸学院高等学校 タナカ ミウ

〇 女子シングルス 第３位 前田 星佳 津幡ジュニア マエダ セイカ

〇 女子シングルス 第３位 吉野 真央 GETT ヨシノ マオ

〇 女子シングルス 第５位 佐藤 莉乃 ATS サトウ リノ

〇 女子シングルス 第６位 土橋 京華 北陸学院高 ツチハシ キョウカ

女子シングルス 第７位 松浦 未歩 北陸学院高 マツウラ ミホ

女子シングルス 第８位 田中 愛純 小松ジュニアTC タナカ アスミ

〇印　　北信越大会出場権取得選手　（７位、８位、は補欠）

参加人数 男子シングルス ６３人 （うち本戦１６人）

女子シングルス ３４人 （うち本戦１６人）

合計　９７人



【ジュニア】2019JOC選抜室内石川県大会
BS 18 - 予選
日付

25 - 26 8 2019
郡市区町村

金沢市, JPN
Website

印刷済: 2019/08/26 15:03:49

St. 所属団体 Round 1

1 金沢高  竹村 碧人 [1]
2  Bye
3 金沢高  小川 真空
4 ATS  竹内 悠
5 金沢高  織田 哲平
6 県立工業高  井野 太陽
7 金沢高  福田 怜央
8 SUMMIT  寺西 晴季
9  Bye

10 県立工業高  橋本 龍
11 金沢高  森田 創介
12 金沢龍谷高  川合 海斗
13 金沢高  堀場 郁賢
14 金沢高  石黒 駿
15  Bye
16 鵬学園高  西村 吉平 [8]
17 金沢桜丘高  槻谷 俊弥 [2]
18  Bye
19 Y'sJr  権野 博也
20 金沢高  西 淳希
21 金沢龍谷高  古瀬 楓
22  Bye
23 金沢学院高  川崎 慶次朗
24 金沢高  木村 宙翔
25  Bye
26 鵬学園高  平山 祐雅
27 金沢高  芳賀 大聖
28 金沢錦丘高  一ノ瀬 豊
29 遊学館高  西倉 輝竜
30 金沢高  竹内 政法
31  Bye
32 県立工業高  能坂 輝 [5]
33 金沢錦丘高  久保田 貫太 [3]
34  Bye
35 金沢泉丘高  村上 伊宗
36 金沢高  野口 凜太朗
37 金沢錦丘高  村上 暁哉
38  Bye
39 石川高専  岡本 一竜
40 金沢泉丘高  東 光翼
41 金沢高  井上 義貴
42 金沢泉丘高  高窪 飛摩
43 金沢二水高  穴田 泰我
44 Y'sJr  五十嵐 亮輔
45 金沢高  伊藤 正孝
46 金沢伏見高  山本 善風
47  Bye
48 金沢高  嶺蔭 光琉 [6]
49 小松ジュニアTC  宮岸 亮太朗 [4]
50  Bye
51 県立工業高  大谷 拓
52 金沢泉丘高  定兼 祐輝
53 県立工業高  島田 虎太郎
54 金沢桜丘高  岩山 孝太郎
55 金沢高  横山 壱月
56  Bye
57 金沢北陵高  出村 壱輝
58 鶴来高  西多 匠
59 金沢錦丘高  盛田 雄斗
60 大聖寺高  藤沢 日向
61 県立工業高  真島 壮瑠
62 金沢伏見高  寺山 悠介
63  Bye
64 小松ジュニアTC  宮岸 慶成 [7]

Round 2

 竹村 碧人 [1]
 #1: 
 竹内 悠
 #2: 6-4 
 織田 哲平
 #3: 6-1 
 福田 怜央
 #4: 6-3 
 橋本 龍
 #5: 
 川合 海斗
 #6: 6-0 
 石黒 駿
 #7: 6-1 
 西村 吉平 [8]
 #8: 
 槻谷 俊弥 [2]
 #9: 
 西 淳希
 #10: 7-6(5) 
 古瀬 楓
 #11: 
 木村 宙翔
 #12: 6-0 
 平山 祐雅
 #13: 
 芳賀 大聖
 #14: 6-2 
 西倉 輝竜
 #15: 6-1 
 能坂 輝 [5]
 #16: 
 久保田 貫太 [3]
 #17: 
 野口 凜太朗
 #18: 6-2 
 村上 暁哉
 #19: 
 東 光翼
 #20: 6-2 
 井上 義貴
 #21: 6-3 
 五十嵐 亮輔
 #22: 6-4 
 伊藤 正孝
 #23: 6-2 
 嶺蔭 光琉 [6]
 #24: 
 宮岸 亮太朗 [4]
 #25: 
 大谷 拓
 #26: 6-0 
 島田 虎太郎
 #27: 6-3 
 横山 壱月
 #28: 
 西多 匠
 #29: 6-1 
 藤沢 日向
 #30: 6-4 
 真島 壮瑠
 #31: 7-6(5) 
 宮岸 慶成 [7]
 #32: 

Round 3

 竹村 碧人 [1]
 #33: 6-3 

 織田 哲平
 #34: 7-5 

 川合 海斗
 #35: 6-2 

 石黒 駿
 #36: 6-2 

 槻谷 俊弥 [2]
 #37: 6-0 

 木村 宙翔
 #38: 6-1 

 平山 祐雅
 #39: 6-1 

 能坂 輝 [5]
 #40: 6-2 

 久保田 貫太 [3]
 #41: 7-5 

 東 光翼
 #42: 6-0 

 井上 義貴
 #43: 6-0 

 嶺蔭 光琉 [6]
 #44: 6-1 

 大谷 拓
 #45: 6-1 

 島田 虎太郎
 #46: 6-2 

 西多 匠
 #47: 6-4 

 宮岸 慶成 [7]
 #48: 6-3 

Finals

 竹村 碧人 [1]
 #49: 6-1 

 石黒 駿
 #50: 6-1 

 木村 宙翔
 #51: 7-5 

 能坂 輝 [5]
 #52: 6-3 

 東 光翼
 #53: 7-5 

 嶺蔭 光琉 [6]
 #54: 6-0 

 大谷 拓
 #55: 7-5 

 宮岸 慶成 [7]
 #56: 6-0 

予選勝者

 竹村 碧人 [1]
 #57: 6-2 

Q1

 能坂 輝 [5]
 #58: 6-1 

Q2

 東 光翼
 #59: 6-0 

Q3

 宮岸 慶成 [7]
 #60: 7-5 

Q4

# シード選手

1 竹村 碧人
2 槻谷 俊弥
3 久保田 貫太
4 宮岸 亮太朗
5 能坂 輝
6 嶺蔭 光琉
7 宮岸 慶成
8 西村 吉平

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 



【ジュニア】2019JOC選抜室内石川県大会
BS 18
日付

25 - 26 8 2019
郡市区町村

金沢市, JPN
Website

印刷済: 2019/08/26 15:03:49

St. 所属団体 Round 1

1 GETT  村上 稜真 [1]

2 金沢高  方橋 凛太郎

3 Q 小松ジュニアTC  宮岸 慶成

4 ATS  水越 太一

5 金沢高  谷口 和輝 [3]

6 金沢龍谷高  小倉 裕太

7 Q 金沢泉丘高  東 光翼

8 Y'sJr  吉田 圭佑

9 Q 金沢高  竹村 碧人

10 金沢龍谷高  雨森 匡哉

11 GETT  金原 暢紀

12 金沢辰巳丘高  小野 晃広 [4]

13 金沢高  西出 爽

14 GETT  源 聖悟

15 Q 県立工業高  能坂 輝

16 金沢高  吉田 悠真 [2]

Quarterfinals

 村上 稜真 [1]
 #1: 7-5 

 水越 太一
 #2: 6-1 

 谷口 和輝 [3]
 #3: 6-3 

 東 光翼
 #4: 6-1 

 竹村 碧人
 #5: 6-3 

 小野 晃広 [4]
 #6: 6-0 

 西出 爽
 #7: 6-2 

 吉田 悠真 [2]
 #8: 6-0 

Semifinals

 村上 稜真 [1]
 #9: 6-1 

 東 光翼
 #10: 6-3 

 小野 晃広 [4]
 #11: 6-3 

 吉田 悠真 [2]
 #12: 6-0 

Final

 村上 稜真 [1]
 #13: 6-1 

 小野 晃広 [4]
 #14: 6-4 

勝者

 村上 稜真 [1]
 #15: 6-1 

# シード選手

1 村上 稜真
2 吉田 悠真
3 谷口 和輝
4 小野 晃広

# 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

 



【ジュニア】2019JOC選抜室内石川県大会
GS 18 - 予選
日付

25 - 26 8 2019
郡市区町村

金沢市, JPN
Website

印刷済: 2019/08/26 15:03:49

St. 所属団体 Round 1

1 北陸学院高  松井 優佳 [1]

2  Bye

3 小松高  石井 寛子

4 北陸学院高  田中 なずな

5  Bye

6 小松高  赤澤 有梨沙

7  Bye

8 ショットJr  太田 光虹 [6]

9 金沢錦丘高  小西 つかさ [2]

10  Bye

11 小松高  北野 結子

12 北陸学院高  梅田 幸世

13 金沢高  村田 愛有

14 北陸学院高  道下 瑞乃

15  Bye

16 SUMMIT  能坂 あい [5]

17 金沢高  田作 澪和 [3]

18  Bye

19 北陸学院高  中村 心音

20  Bye

21 北陸学院高  西 比誉

22 ATS  九重 咲穂

23  Bye

24 金沢北陵高  山元 亜美 [8]

25 小松高  山下 里紗 [4]

26  Bye

27 金沢高  佐々木 朋花

28 金沢西高  橋本 茉林

29 金沢高  北浦 莉子

30 津幡ジュニア  林 彩乃

31  Bye

32 GETT  前田 柚葉 [7]

Round 2

 松井 優佳 [1]
 #1: 

 田中 なずな
 #2: 6-0 

 赤澤 有梨沙
 #3: 

 太田 光虹 [6]
 #4: 

 小西 つかさ [2]
 #5: 

 梅田 幸世
 #6: 6-1 

 道下 瑞乃
 #7: 7-5 

 能坂 あい [5]
 #8: 

 田作 澪和 [3]
 #9: 

 中村 心音
 #10: 

 九重 咲穂
 #11: 6-2 

 山元 亜美 [8]
 #12: 

 山下 里紗 [4]
 #13: 

 橋本 茉林
 #14: 6-1 

 林 彩乃
 #15: 6-4 

 前田 柚葉 [7]
 #16: 

Finals

 田中 なずな
 #17: 6-0 

 太田 光虹 [6]
 #18: 6-1 

 小西 つかさ [2]
 #19: 6-2 

 道下 瑞乃
 #20: 7-5 

 中村 心音
 #21: 6-4 

 九重 咲穂
 #22: 6-0 

 山下 里紗 [4]
 #23: 6-0 

 林 彩乃
 #24: 6-1 

予選勝者

 田中 なずな
 #25: 6-4 

Q1

 小西 つかさ [2]
 #26: 6-4 

Q2

 九重 咲穂
 #27: 6-0 

Q3

 林 彩乃
 #28: 6-3 

Q4

# シード選手

1 松井 優佳
2 小西 つかさ
3 田作 澪和
4 山下 里紗
5 能坂 あい
6 太田 光虹
7 前田 柚葉
8 山元 亜美

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 



【ジュニア】2019JOC選抜室内石川県大会
GS 18
日付

25 - 26 8 2019
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St. 所属団体 Round 1

1 北陸学院高  村松 果奈 [1]

2 Q ATS  九重 咲穂

3 Q 金沢錦丘高  小西 つかさ

4 北陸学院高  土橋 京華

5 金沢二水高  七浦 佑佳 [4]

6 ATS  佐藤 莉乃

7 GETT  吉野 真央

8 LL ショットJr  太田 光虹

9 小松ジュニアTC  田中 愛純

10 Q 北陸学院高  田中 なずな

11 GETT  井関 麻央

12 津幡ジュニア  前田 星佳 [3]

13 Q 津幡ジュニア  林 彩乃

14 北陸学院高  松浦 未歩

15 金沢高  寺西 瑞季

16 北陸学院高  田中 美羽 [2]

Quarterfinals

 村松 果奈 [1]
 #1: 6-1 

 土橋 京華
 #2: 6-1 

 佐藤 莉乃
 #3: 6-2 

 吉野 真央
 #4: 6-2 

 田中 愛純
 #5: 6-1 

 前田 星佳 [3]
 #6: 7-6(4) 

 松浦 未歩
 #7: 6-3 

 田中 美羽 [2]
 #8: 6-0 

Semifinals

 村松 果奈 [1]
 #9: 6-2 

 吉野 真央
 #10: 7-5 

 前田 星佳 [3]
 #11: 7-5 

 田中 美羽 [2]
 #12: 6-3 

Final

 村松 果奈 [1]
 #13: 6-0 

 田中 美羽 [2]
 #14: 6-1 

勝者

 村松 果奈 [1]
 #15: 6-0 

# シード選手

1 村松 果奈
2 田中 美羽
3 前田 星佳
4 七浦 佑佳

# 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

 



2019JOCジュニアオリンピックカップ（選抜室内）石川県大会 2019年8月26日(月)

シングルス　順位決定戦　（　フィードイン方式　）

BS 18 5位決定戦 男子シングルス

①

金沢高 竹村 碧人

② #1 水越 太一

ATS 水越 太一 75 5位

③  谷口 和輝

金沢高 谷口 和輝 #3 63

④ #2 谷口 和輝

金沢高 西出 爽 64

BS 18 6,7,8位決定戦

#1敗者

金沢高 竹村 碧人 7位

#2敗者 #4 西出 爽

金沢高 西出 爽 62 6位

  西出 爽

Bye #5 64

#3敗者 水越 太一

ATS 水越 太一

GS 18 5位決定戦 女子シングルス

①

ATS 佐藤 莉乃

② #1 佐藤 莉乃

北陸学院高 松浦 未歩 63 5位

③   佐藤 莉乃

小松ジュニアTC 田中 愛純 #3 64

④ #2 土橋 京華

北陸学院高 土橋 京華 60

GS 18 6,7,8位決定戦

#1敗者

北陸学院高 松浦 未歩 7位

#2敗者 #4 松浦 未歩

小松ジュニアTC 田中 愛純 61 6位

  土橋 京華

Bye #5 64

#3敗者 土橋 京華

北陸学院高 土橋 京華


