
平成30年度ジュニア年齢別テニス選手権大会 平成31年1月19日(土)～20日(日)

16BS(No.1) 大分スポーツ公園だいぎんテニスコート

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals 
  

1 ラフ 髙田 快  Final 髙田 快  
  髙田 快  髙田 快

2  Bye 1   秋吉 晴太 6-3
   髙田 快  

3 ルネサンス大分 和泉 直樹  6-1  
  和泉 直樹  順位 3-4 高見 直良  

4 ラフ 後藤 大翔 6-1    板井 勇士朗

   髙田 快 板井 勇士朗 7-6(6)  
5 王子中 利光 雄琉  6-0   

  石飛 亮太郎  
6 ラフ 石飛 亮太郎 6-1   

   長野 晶聡
7  Bye 15  6-2  

  長野 晶聡  
8 ラフ 長野 晶聡   

   髙田 快
9 ラフ 深町 佳佑  6-1  

  深町 佳佑  
10  Bye 9   

   深町 佳佑
11 王子中 川村 洋翔  6-0  

  川村 洋翔  
12  大分スポーツ公園TS 小田巻 拓海 6-3   

   深町 佳佑
13 王子中 冨田 岳  6-2  

  服部 友紀  
14 ラフ 服部 友紀 6-1   

   境 伶真
15  Bye 7  6-2  

  境 伶真  
16 ラフ 境 伶真   

   髙田 快
17 臼杵ジュニア 野中 陽幸  6-3  

  野中 陽幸  
18  Bye 3   

   野中 陽幸
19 ロケーション 末弘 青楓  6-1  

  森 温翔  
20 Nスポななせ 森 温翔 6-1   

   野中 陽幸
21  Bye 20  6-3  

  木村 昌馬  
22 大分スポーツ公園TS 木村 昌馬   

   島本 拓実
23  Bye 13  6-0  

  島本 拓実  
24 NTCクラブ 島本 拓実   

   高見 直良
25 ラフ 田口 慎之介  7-6(2)  

  田口 慎之介  
26  Bye 11  

   田口 慎之介

27 ラフ 辻 勇人  6-1  
  辻 勇人  

28 王子中 元井 修麻 6-1   
   高見 直良

29  Bye 28  6-2  
  矢野 青空  

30 ORION.TS 矢野 青空   
   高見 直良

31  Bye 5  6-0  
  高見 直良  

32 別府クラブ 高見 直良   



平成30年度ジュニア年齢別テニス選手権大会 平成31年1月19日(土)～20日(日)

16BS(No.2) 大分スポーツ公園だいぎんテニスコート
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所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals 
    

33 臼杵ジュニア 板井 勇士朗   
  板井 勇士朗  

34  Bye 6   
   板井 勇士朗

35 TEAM MATSUDA 松本 征之助  6-0  
  光武 朋哉  

36 ラフ 光武 朋哉 6-3   
   板井 勇士朗

37  Bye 22  6-1  
  安部 隼矢  

38 ウェボT.S 安部 隼矢   
   安部 隼矢 

39  Bye 12  w.o. 
  宮本 英門  

40 ラフ 宮本 英門   
   板井 勇士朗

41 ラフ 辻 猛  6-4  
  辻 猛  

42  Bye 14   
   辻 猛

43 王子中 下山 空  6-4  
  下山 空  

44 ラフ 小川 百翔 w.o.  
   中島 大和

45 ラフ 飯倉 叶馬  6-0  
  徳丸 裕都  

46 ロケーション 徳丸 裕都 6-0   
   中島 大和

47  Bye 4  6-1  
  中島 大和  

48 臼杵ジュニア 中島 大和   
   秋吉 晴太

49 ラフ 佐藤 史季  6-2  
  佐藤 史季  

50  Bye 8   
   佐藤 史季

51 JWSアカデミー 粟村 秀音  6-2  
  粟村 秀音  

52 臼杵ジュニア 遠藤 正規 6-2   
   佐藤 史季

53  Bye 23  6-0  
  橋本 晴仁  

54 Nスポななせ 橋本 晴仁   
   木谷 千尋

55  Bye 10  6-1  
  木谷 千尋  

56 ラフ 木谷 千尋   
   秋吉 晴太

57 ラフ 立川 敦洋  6-0  
  立川 敦洋  

58  Bye 16   
   立川 敦洋

59 臼杵ジュニア 丹生 昌伸  7-5  
  丹生 昌伸  

60 大分豊府中 大西 安里 6-1   
   秋吉 晴太

61  Bye 31  6-1  
  造士 航  

62 王子中 造士 航   
   秋吉 晴太

63  Bye 2  6-0  
  秋吉 晴太  

64 NTCクラブ 秋吉 晴太    


