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14才以下男子ダブルス
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所属団体 Round 1 Round 2
Quarter
finals Semifinals Final 勝者

佐伯テニスアカデミー 中島 陸⼈
1 ROUGH大分 松村 若将 中島 陸⼈

  松村 若将
2  Bye  中島 陸⼈

ROUGH大分 松原 寛太  松村 若将
3 ファインテニススクール 甲斐 翔流 松原 寛太 6-1  

ウェボテニススクール 古庄 怜央 甲斐 翔流  
4 ウェボテニススクール 岩坂 紀一 6-2  中島 陸⼈

   松村 若将
5  Bye 帆⽟ 理⼈ 6-1  

ORION.TS 帆⽟ 理⼈ 林 拓史  
6 ROUGH大分 林 拓史  入江 遥斗

   池辺 駿
7  Bye 入江 遥斗 6-2  

別府クラブ 入江 遥斗 池辺 駿  
8 ROUGH大分 池辺 駿  中島 陸⼈

ROUGH大分 梶谷 颯  松村 若将
9 ROUGH大分 首藤 慶 梶谷 颯 6-4  

  首藤 慶  
10  Bye  川野 蒼空

大東中学校 川野 蒼空  川野 颯真
11 大東中学校 川野 颯真 川野 蒼空 w.o. 

  川野 颯真  
12  Bye  岩永 晃一

   池部 泉隼
13  Bye 石井 達己 6-0  

ROUGH大分 石井 達己 高野 航  
14 王子テニスクラブ 高野 航  岩永 晃一

   池部 泉隼
15  Bye 岩永 晃一 w.o. 

ROUGH大分 岩永 晃一 池部 泉隼  
16 ROUGH大分 池部 泉隼  中島 陸⼈

ROUGH大分 木村 颯佑  松村 若将
17 ROUGH大分 藤内 向空 木村 颯佑 7-6  

  藤内 向空  
18  Bye  木村 颯佑

別府クラブ 佐藤 勇輝  藤内 向空
19 別府クラブ 坂本 蒼哉 佐藤 勇輝 6-0  

  坂本 蒼哉  
20  Bye  木村 颯佑

   藤内 向空
21  Bye ⼩串 璃空 6-4  

全⼒ｊr. ⼩串 璃空 清水 大我  
22 ROUGH大分 清水 大我  ⼩串 璃空

   清水 大我
23  Bye 有浦 秀紀 7-6(1)  

NTCクラブ 有浦 秀紀 江口 大翔  
24 EARNEST TENNIS ACADEMY 江口 大翔  加藤 颯真

別府クラブ 加藤 颯真  川原 岬
25 別府クラブ 川原 岬 加藤 颯真 6-3  

  川原 岬  
26  Bye  加藤 颯真

ROUGH大分 山形 和輝  川原 岬
27 ROUGH大分 有川 遼 山形 和輝 6-0  

ファインテニススクール 執⾏ 啓太 有川 遼  
28 JEU DE PAUME 片山 裕太 6-4  加藤 颯真

   川原 岬
29  Bye 森本 健太 7-5  

GREEN CLUB 森本 健太 石井 智将  
30 樹の⾥T.C 石井 智将  佐藤 芳紀

   渡邊 諒門
31  Bye 佐藤 芳紀 6-0  

ROUGH大分 佐藤 芳紀 渡邊 諒門  
32 ROUGH大分 渡邊 諒門  

  岩永 晃一
 順位 3-4 池部 泉隼 木村 颯佑
 木村 颯佑 藤内 向空
 藤内 向空 6-4    


