
第27回大分県ジュニアテニス選手権(小手川杯) 令和３年８⽉６⽇(⾦)〜８⽉８⽇(⽇)
u16BS (1) 大分スポーツ公園昭和電工テニスコート
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
  

1 ラフ大分 松尾 匠翔   松尾 匠翔  
  松尾 匠翔  濵田 哲芯

2  Bye   濵田 哲芯 7-5  
   松尾 匠翔

3 岩田中学校 二ノ宮 雅哉  w.o. 順位 3-4 北郷 蓮⼈  
    川原 功聖

4 ラフ大分 甲斐 広睦 Not Played  川原 功聖 6-2  
   松尾 匠翔

5 ラフ大分 吉永 千恩  6-1  
 吉永 千恩  

6 ORION.TS 末宗 璃久 7-5   
   吉永 千恩 

7  Bye  6-3  
  原 正登  

8 JWS Academy 原 正登   
   松尾 匠翔

9 ロケーション 福永 啓介  6-1  
  福永 啓介  

10  Bye   
   福永 啓介

11 岩田高校 大谷 啓仁  6-0  
 後藤 蓮  

12 ORION.TS 後藤 蓮 6-4   
   渡邊 鋭門

13  Bye  7-6(4)  
  桑原 泰  

14 JWS Academy 桑原 泰   
   渡邊 鋭門

15  Bye  6-3  
  渡邊 鋭門  

16 ラフ大分 渡邊 鋭門   
   松尾 匠翔

17 TIP 新納 勇志  6-2  
  新納 勇志  

18  Bye   
   新納 勇志

19 岩田中学校 高 悠介  6-3  
 高 悠介  

20 臼杵Jr 井嶋 智也 6-2   
   新納 勇志

21 JWS Academy 井上 結仁  6-3  
 井上 結仁  

22 臼杵Jr 櫻木 大生 7-6(1)   
   井上 結仁 

23  Bye  7-5  
  植松 宏太  

24 ラフ大分 植松 宏太   
   北郷 蓮⼈

25 ラフ大分 北郷 蓮⼈  6-3  
  北郷 蓮⼈  

26  Bye   
   北郷 蓮⼈

27 ラフ大分 中村 真  6-2  
 中村 真  

28 岩田中学校 二ノ宮 慶吾 6-0   
   北郷 蓮⼈

29  Bye  6-1  
  徳永 大悟  

30 岩田高校 徳永 大悟   
   清松 拓也

31  Bye  6-2  
  清松 拓也  

32 ラフ大分 清松 拓也   
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33 ラフ大分 吉岡 慶大   
  吉岡 慶大  

34  Bye   
   吉岡 慶大

35 岩田中学校 ⾜⽴ 陸  w.o. 
  ⾜⽴ 陸  

36  Bye   
   三重野 昊祐

37 ORION.TS 成⾏ 凌弥  6-4  
 成⾏ 凌弥  

38 OTC ⼩田 ⻁之介 w.o.  
   三重野 昊祐

39  Bye  6-2  
  三重野 昊祐  

40 ラフ大分 三重野 昊祐   
   濵田 哲芯

41 佐伯テニスアカデミー 衛藤 健臣  6-1  
  衛藤 健臣  

42  Bye   
   濱嵜 史哉 

43 ラフ大分 楳木 大登  6-4  
 濱嵜 史哉  

44 ORION.TS 濱嵜 史哉 6-1   
   濵田 哲芯

45 岩田中学校 雨宮 眞斗  6-2  
 雨宮 眞斗  

46 ラフ大分 奥村 京冬 w.o.  
   濵田 哲芯

47  Bye  6-1  
  濵田 哲芯  

48 ラフ大分 濵田 哲芯   
   濵田 哲芯

49 ウェボテニススクール 藤田 一颯  6-4  
  藤田 一颯  

50  Bye   
   油布 航 

51 大分Jr 油布 航  6-4  
 油布 航  

52 岩田高校 浦田 翔太郎 6-2   
   川原 功聖

53 臼杵Jr 草場 友成  6-2  
 草場 友成  

54 ラフ大分 ⻑野 宇誠 w.o.  
   川原 功聖

55  Bye  6-2  
  川原 功聖  

56 ラフ大分 川原 功聖   
   川原 功聖

57 ラフ大分 ⻄郡 優太朗  6-3  
  ⻄郡 優太朗  

58  Bye   
   ⻄郡 優太朗

59 別府クラブ ⾦原 利空  6-3  
 ⾦原 利空  

60 ラフ大分 谷口 泰平 7-5   
   ⻄郡 優太朗

61 ラフ大分 木下 凌空  7-6(5)  
 木下 凌空  

62 臼杵Jr 山﨑 颯介 6-2   
   豊田 亮太

63  Bye  6-1  
  豊田 亮太  

64 ロケーション 豊田 亮太  


