
第37回全国小学生テニス選手権大会大分県予選
BS(No.1) 平成31年2月16(土)～17日(日)
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals 
  

1 金池 川原 功聖  Final 川原 功聖  
  川原 功聖  川原 功聖

2  Bye 1   濵田 哲芯 8-0
   川原 功聖  

3 杵築 安部 瑞輝  6-0  順位 3-4 三重野 昊祐  
  安部 瑞輝   三重野 昊祐

4 藤原 川野 桂 6-3   吉岡 慶大 7-5
   川原 功聖

5 明治 岩本 侑大  6-4  
  岩本 侑大  

6 山の手 日出山 伊吹 6-3   
   冨田 悠翔

7  Bye 15  6-1  
  冨田 悠翔  

8 緑丘 冨田 悠翔   
   川原 功聖

9 春日町 北郷 蓮人  6-0  
  北郷 蓮人  

10  Bye 9   
   豊留 輝 

11 緑丘 村島 悠雅  w.o. 
  豊留 輝  

12 西の台 豊留 輝 6-2   
   水野 登琶

13 明野西 蔵本 大知  6-2  
  関谷 凪音  

14 森岡 関谷 凪音 6-1   
   水野 登琶

15  Bye 7  6-0  
  水野 登琶  

16 明星 水野 登琶   
   川原 功聖

17 由布川 三重野 昊祐  9-7
  三重野 昊祐  

18  Bye 3   
   三重野 昊祐

19 山香 牧野 優希  6-0  
  秦 直駿  

20 城南 秦 直駿 6-0   
   三重野 昊祐

21 長浜 石川 叶人  6-2  
  石川 叶人  

22 野津原 野村 力弥 6-1   
   衛藤 健臣

23  Bye 13  6-1  
  衛藤 健臣  

24 渡町台 衛藤 健臣   
   三重野 昊祐

25 西の台 中川 雅紀  6-0  
  中川 雅紀  

26  Bye 11   
   中川 雅紀

27 松岡 首藤 慶  6-2  
  首藤 慶  

28  Bye 21   
   嶋﨑 清孝

29 明治 竹田 舷希  6-2  
  竹田 舷希  

30 杵築 甲斐 恭護 6-0   
   嶋﨑 清孝

31  Bye 5  6-2  
  嶋﨑 清孝  

32 東山 嶋﨑 清孝   



第37回全国小学生テニス選手権大会大分県予選
BS(No.2) 平成31年2月16(土)～17日(日)
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals 

33 春日町 植松 宏太  順位 5-8 
  植松 宏太 水野 登琶  

34  Bye 6    水野 登琶

   植松 宏太 菅生 楓貴 6-1  
35 三重東 村田 悠樹  6-1    表谷 優祐

  村田 悠樹  嶋﨑 清孝  3-0RET
36 明野西 梶谷 颯 6-1    表谷 優祐  

   菅生 楓貴 表谷 優祐 w.o. 
37 東山 栃原 海  7-5  

  衞藤 結生  順位 7-8   
38 菅尾 衞藤 結生 6-1   菅生 楓貴

   菅生 楓貴  菅生 楓貴

39  Bye 12  6-1  嶋﨑 清孝 w.o. 
  菅生 楓貴  

40 大在西 菅生 楓貴   
   吉岡 慶大

41 金池 江口 航平  6-0
  江口 航平  

42  Bye 14   
   江口 航平

43 三保 石塔 弘一  7-5  
  植木 夢生斗  

44 附属 植木 夢生斗 6-0   
   吉岡 慶大

45  Bye 30  6-2  
  渡辺 來輝  

46 八幡 渡辺 來輝   
   吉岡 慶大

47  Bye 4  6-0  
  吉岡 慶大  

48 鶴見 吉岡 慶大   
   濵田 哲芯

49 明治北 吉永 千恩  8-2
  吉永 千恩  

50  Bye 8   
   吉永 千恩

51 大在 首藤 聡太  6-2  
  首藤 聡太  

52 明星 利光 右伊 6-0   
   表谷 優祐

53 春木川 布木 聖人  6-4  
  佐藤 芳紀  

54 附属 佐藤 芳紀 6-0   
   表谷 優祐

55  Bye 10  6-1  
  表谷 優祐  

56 碩田学園 表谷 優祐   
   濵田 哲芯

57 別府中央 佐藤 宏太  6-0  
  佐藤 宏太  

58  Bye 16   
   佐藤 宏太

59 明星 谷口 修悟  6-2  
  谷口 修悟  

60 小佐井 山村 洋友 6-3   
   濵田 哲芯

61 西の台 丸茂 潤之介  6-1  
  丸茂 潤之介  

62 大在西 井上 稔己 6-0   
   濵田 哲芯

63  Bye 2  6-2  
  濵田 哲芯  

64 東稙田 濵田 哲芯  


