
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21⽇(⽇)
16才以下男子ダブルス 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 QF SF Final 勝者
ラフ大分 井元 悠人 

1 ラフ大分 前田 優 井元 悠人 順位 3-4
  前田 優 

2  Bye  井元 悠人 井元 悠人
ラフ大分 加藤 悠綺  前田 優 前田 優 井元 悠人

3 大分Jr 油布 航 加藤 悠綺 6-0  川邉 一真 前田 優 
  油布 航  松尾 匠翔 6-4  

4  Bye  井元 悠人 
ラフ大分 奥村 京冬  前田 優 

5 ラフ大分 甲斐 広睦 奥村 京冬 6-0  
王子テニスクラブ 中山  元希     甲斐 広睦  

6 王子テニスクラブ 谷口 泰平 6-1  角町  和弘 
   角町 和真 

7  Bye 角町  和弘 6-3  
ラフ大分 角町  和弘 角町 和真  

8 ラフ大分 角町 和真  渡邊  鋭門 
ラフ大分 安部  凌⽮  豊田 亮太 

9 ロケーション 村島 颯天 安部  凌⽮ 2-4 4-2 13-11  
  村島 颯天  

10  Bye  安部  凌⽮ 
ラフ大分 中村 真  村島 颯天 

11 ラフ大分 清松 拓也 末宗 璃久 6-0  
ORION.TS 末宗  璃久    濱嵜 史哉  

12 ORION.TS 濱嵜 史哉 6-3  渡邊  鋭門 
   豊田 亮太 

13  Bye 二ノ宮 雅哉 6-4  
岩田中学校 二ノ宮 雅哉 奥 雅仁  

14 岩田中学校 奥 雅仁  渡邊  鋭門 
   豊田 亮太 

15  Bye 渡邊  鋭門 6-0  
ラフ大分 渡邊  鋭門 豊田 亮太  

16 ロケーション 豊田 亮太  川上  慶槇 
ラフ大分 池部  碧飛  糸永 龍⽮ 

17 ラフ大分 清水 颯太 池部  碧飛 4-2 4-2  
  清水 颯太  

18  Bye  池部  碧飛 
岩田中学校 二ノ宮 慶吾  清水 颯太 

19 岩田中学校 高 悠介 二ノ宮 慶吾 6-3  
  高 悠介  

20  Bye  川上  慶槇 
NTCクラブ 江川 佑希  糸永 龍⽮ 

21 NTCクラブ 穴瀬 大翔 江川 佑希 6-1  
臼杵Jr 井嶋  智也    穴瀬 大翔  

22 臼杵Jr 草場 友成 6-2  川上  慶槇 
   糸永 龍⽮ 

23  Bye 川上  慶槇 6-0  
EARNEST TENNIS ACADEMY 川上  慶槇 糸永 龍⽮  

24 EARNEST TENNIS ACADEMY 糸永 龍⽮  川上  慶槇 
ウェボテニススクール 寺岡 正太郎  糸永 龍⽮ 

25 ウェボテニススクール 藤田 一颯 寺岡 正太郎 4-2 5-3  
  藤田 一颯  

26  Bye  寺岡 正太郎 
ラフ大分 水上 太晴  藤田 一颯 

27 ラフ大分 谷口 友啓 水上 太晴 6-3  
王子テニスクラブ 丸山  大輝     谷口 友啓  

28 王子テニスクラブ 小野 幹人 6-0  川邉 一真 順位 5-8
   松尾 匠翔 

29  Bye 増井 想士 6-2  角町 和弘
GREEN CLUB 増井 想士 橋⽖ 諒雅  角町 和真 角町 和弘

30 GREEN CLUB 橋⽖ 諒雅  川邉 一真 安部 凌⽮ 角町 和真 
   松尾 匠翔 村島 颯天 7-6(7)  寺岡 正太郎

31  Bye 川邉 一真 6-3  池部 碧飛  藤田 一颯 
ラフ大分 川邉 一真 松尾 匠翔  清水 颯太 寺岡 正太郎 6-2  

32 ラフ大分 松尾 匠翔  寺岡 正太郎 藤田 一颯  
  藤田 一颯 6-2  

 順位 7-8 安部 凌⽮
 村島 颯天 安部 凌⽮
 池部 碧飛 村島 颯天 
 清水 颯太 6-3  


