
第48回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選 令和3年3⽉14⽇(⽇)、21⽇(⽇)
14才以下男子シングルス 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 QF SF Final 勝者
  

1 ラフ大分 吉岡 慶大  Final 福永 啓介  
  吉岡 慶大  濵田 哲芯

2  Bye   濵田 哲芯 4-1 4-1  
   吉岡 慶大 [1] 

3 緒方テニスクラブ 村田 悠樹  6-1  順位 3-4 吉岡 慶大  
 竹田 舷希   吉岡 慶大

4 ラフ大分 竹田 舷希 6-4   川原 功聖 6-2  
   吉岡 慶大

5 EARNEST TENNIS ACADEMY 野村 ⼒弥  6-0  
 野村 ⼒弥  

6 NTCクラブ 安藤 帆史 6-0   
   藏本 大知

7 王子テニスクラブ 安松 佑眞  6-0  
 藏本 大知  

8 ラフ大分 藏本 大知 6-1   
   吉岡 慶大

9 別府クラブ 原 正登  6-2  
 原 正登  

10 ラフ大分 関谷 凪音 6-4   
   原 正登

11 県協会ジュニアテニススクール 岡部 拓真  6-0  
 甲斐 恭護  

12 TIP 甲斐 恭護 6-4   
   三宮 颯真

13 別府クラブ 梶原 晴登  6-1  
 梶原 晴登  

14 王子テニスクラブ 渡辺 悠真 6-1   
   三宮 颯真

15  Bye  6-1  
  三宮 颯真  

16 EARNEST TENNIS ACADEMY 三宮 颯真   
   福永 啓介 

17 ラフ大分 北郷 蓮⼈  
  北郷 蓮⼈  

18  Bye   
   北郷 蓮⼈

19 別府クラブ ⾦原 利空  6-1  
 ⾦原 利空  

20 樹の⾥T.C 藤原 朝陽 6-0   
   北郷 蓮⼈

21 ラフ大分 吉永 千恩  6-2  
 吉永 千恩  

22 県協会ジュニアテニススクール 益⼾ 凛透 6-0   
   吉永 千恩 

23 ラフ大分 楳木 大登  6-0  
 表谷 優祐  

24 大分Jr 表谷 優祐 6-2   
   福永 啓介 

25 ラフ大分 植松 宏太  6-4  
 植松 宏太  

26 樹の⾥T.C 山本 一翔 6-0   
   植松 宏太

27 ルネサンスおおいた 奥野 正育  6-0  
 衞藤 結生  

28 緒方テニスクラブ 衞藤 結生 6-2   
   福永 啓介 順位 5-8

29 ラフ大分 首藤 聡太  6-3  
 福永 啓介  三宮 颯真  

30 ロケーション 福永 啓介 6-0    北郷 蓮⼈
   福永 啓介 北郷 蓮⼈ 6-2   

31 別府クラブ 川原 仁  6-3    三重野 昊祐
 櫻井 真  三重野 昊祐  6-2  

32 ラフ大分 櫻井 真 6-2   三重野 昊祐  
   ⻄郡 優太朗 6-2  

順位 7-8 三宮 颯真  
 三宮 颯真
⻄郡 優太朗 6-4  

2-4 4-1 10-7  
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33 ラフ大分 三重野 昊祐   
 三重野 昊祐  

34 ロケーション 村島 悠雅 6-1   
   三重野 昊祐

35 EARNEST TENNIS ACADEMY 江口 航平  6-2  
 江口 航平  

36 ウェボテニススクール 晴 航輝 6-0   
   三重野 昊祐

37 EARNEST TENNIS ACADEMY 冨田 悠翔  6-2  
 冨田 悠翔  

38 ラフ大分 假屋 拓⼈ 6-1   
   衛藤 健臣

39 ラフ大分 佐藤 頼輝  6-2  
 衛藤 健臣  

40 佐伯テニスアカデミー 衛藤 健臣 6-1   
   川原 功聖

41 ラフ大分 中川 雅紀  6-2  
 中川 雅紀  

42 OTC 二村 蒼 6-2   
   中川 雅紀

43 樹の⾥T.C 仲村 偉扶生  6-1  
 仲村 偉扶生  

44 EARNEST TENNIS ACADEMY 前田 晴都 6-3   
   川原 功聖

45 ウェボテニススクール 早川 漣  6-2  
 栃原 海  

46 樹の⾥T.C 栃原 海 6-3   
   川原 功聖

47  Bye  6-0  
  川原 功聖  

48 ラフ大分 川原 功聖   
   濵田 哲芯

49 ラフ大分 水野 登琶  4-2 4-2
 水野 登琶  

50 臼杵Jr 松山 蒼真 6-0   
   水野 登琶

51 湯布院ジュニア 松山 義杜  6-0  
 吉良 佳太  

52 王子テニスクラブ 吉良 佳太 6-0   
   ⻄郡 優太朗

53 県協会ジュニアテニススクール 渡辺 恭太  7-6(3)  
 渡辺 恭太  

54 ラフ大分 岩永 晃一 6-3   
   ⻄郡 優太朗

55 野津原中学校 赤星 司  6-3  
 ⻄郡 優太朗  

56 ラフ大分 ⻄郡 優太朗 6-1   
   濵田 哲芯

57 別府クラブ 佐藤 宏太  6-1  
 佐藤 宏太  

58 ラフ大分 後藤 雅史 6-4   
   佐藤 宏太

59 大分Jr 丸茂 潤之介  6-1  
 丸茂 潤之介  

60 ⽇田テニス協会 ⿊木 瑠真 6-1   
   濵田 哲芯

61 ラフ大分 谷口 修悟  6-1  
 石川 叶⼈  

62 大分Jr 石川 叶⼈ 7-6(5)   
   濵田 哲芯

63  Bye  6-0  
  濵田 哲芯  

64 ラフ大分 濵田 哲芯  
   


