
中牟田ジュニア

BS
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com 7月6日

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

     

1 M81806   大林TS 青木 陽哉 [1]  

     青木 陽哉 [1]

2     Bye   

      青木 陽哉 [1]

3 M142188   JSS富山 髙林 直偉人  6-0

     山﨑 悠斗  

4 M142238   上市中 山﨑 悠斗 6-1  

      青木 陽哉 [1]

5 M160946   魚津市TA 吉田 一吹  6-1

     吉田 一吹  

6 M142237   上市中 瀧前 琉聖 6-3  

      茂住 隼矢 [15]

7 M161478   魚津市TA 植木 巧磨  6-1

     茂住 隼矢 [15]  

8 M142172   あすなろ 茂住 隼矢 [15] w.o.  

      宮崎 凰雅 [7]

9 M141762   大林TS 小野 陽杜 [11]  6-2

     小野 陽杜 [11]  

10 M142232   小杉ジュニア 芝田 昂生 6-0  

      小野 陽杜 [11]

11 M142239   上市中 奥井 亨志郎  6-1

     伊東 太悠  

12 M141754   大林TS 伊東 太悠 6-0  

      宮崎 凰雅 [7]

13 M161023   富一 村田 拓也  6-2

     村田 拓也  

14 M81724   大林TS 布村 旺志朗 6-2  

      宮崎 凰雅 [7]

15 M141769   大林TS 西村 理立  6-1

     宮崎 凰雅 [7]  

16 M142195   センティア 宮崎 凰雅 [7] 6-1  

      宮崎 凰雅 [7]

17 Ｍ142169   高岡RTC 堀 宏成 [3]  6-3

     堀 宏成 [3]  

18     Bye   

      堀 宏成 [3]

19 M141760   大林TS 原田 駿平  6-2

     原田 駿平  

20 M142236   上市中 加藤 凌基 6-0  

      堀 宏成 [3]

21 M141782   大林TS 八木澤 槙斗  6-0

     内山 和輝  

22    舟橋中 内山 和輝 6-1  

      伊野 裕聖

23 M142204   冨北中 伊野 裕聖  6-2

     伊野 裕聖  

24 M161475   魚津市TA 井村 翔真 [14] 6-3  

      岩崎 温生 [5]

25 M81715   大林TS 竹内 陽斗 [9]  6-3

     竹内 陽斗 [9]  

26 M142175   JSS富山 草東 七施 6-0  

      竹内 陽斗 [9]

27 M141768   JSS富山 吉田 信  6-1

     布村 龍  

28 M81716   大林TS 布村 龍 6-1  

      岩崎 温生 [5]

29 M81742   センティア 山田 楓大  6-3

     新村 快心  

30 M81613   大林TS 新村 快心 6-3  

      岩崎 温生 [5]

31    上市中 小幡 海翔  6-1

     岩崎 温生 [5]  

32 M81783   大林TS 岩崎 温生 [5] 6-0  

      宮崎 凰雅 [7]

33 M81760   大林TS 張田 陽生 [8]  6-0

     張田 陽生 [8]  

34 M81748   Z-Ⅱ 奥村 風夢 6-1  

      張田 陽生 [8]

35 M142184   JSS富山 安田 圭冴  6-0

     安田 圭冴  

36 M141781   大林TS 秋田 脩吾 6-1  

      張田 陽生 [8]

37 M142235   上市中 横山 陽大  6-0

     原田 瞭平  

38 M141759   大林TS 原田 瞭平 6-1  

      八木 碧生 [12]

39 M141755   大林TS 山田 結斗  6-4

     八木 碧生 [12]  



40 M81809   高岡RTC 八木 碧生 [12] 6-4  

      張田 陽生 [8]

41 M81717   富一 金谷 龍世 [13]  6-2

     金谷 龍世 [13]  

42    中新川郡TA 平崎 智輝 w.o.  

      金谷 龍世 [13]

43 M81690   大林TS 町田 陵太朗  6-2

     牧野 宏倖  

44 M161476   魚津市TA 牧野 宏倖 6-2  

      南 歩志 [4]

45 M81766   Z-Ⅱ 黒瀬 創太  6-3

     山岸 修輔  

46 M141764   大林TS 山岸 修輔 6-1  

      南 歩志 [4]

47 M141756   大林TS 道岸 優太  6-0

     南 歩志 [4]  

48 M142168   高岡RTC 南 歩志 [4] 6-0  

      張田 陽生 [8]

49 Ｍ142167   高岡RTC 織田 能毅 [6]  6-4

     織田 能毅 [6]  

50 M141775   大林TS 早勢 直人 6-0  

      織田 能毅 [6]

51 M142199   富一 上原 大明  6-1

     上原 大明  

52 M142190   大林TS 石井 英吉 6-1  

      南 陽音 [10]

53 M161477   魚津市TA 森内 史杜  7-5

     鈴木 優央  

54 M141773   大林TS 鈴木 優央 6-2  

      南 陽音 [10]

55 M161474   JSS富山 青野 朔太郎  6-0

     南 陽音 [10]  

56 Ｍ142170   高岡RTC 南 陽音 [10] 6-0  

      井林 奏斗 [2]

57 M141779   大林TS 日比野 匠 [16]  6-1

     日比野 匠 [16]  

58    上市中 森田 隼 6-0  

      日比野 匠 [16]

59 M142181   JSS富山 野崎 大吾  6-4

     佐賀 勇威  

60 M141770   大林TS 佐賀 勇威 6-4  

      井林 奏斗 [2]

61 M160942   興南中 若尾 一輝  6-0

     若尾 一輝  

62 M141777   大林TS 山崎 陽生 6-3  

      井林 奏斗 [2]

63     Bye  6-0

     井林 奏斗 [2]  

64 M81729   センティア 井林 奏斗 [2]  

      

    順位 3-4 岩崎 温生 [5]  

      

    井林 奏斗 [2] Not Played

     

    

BS - 順位 5-8

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

     

    順位 5-8 青木 陽哉 [1]  

     堀 宏成 [3]

    堀 宏成 [3] w.o.  

      堀 宏成 [3]

    南 歩志 [4]  6-2

     南 歩志 [4]  

    南 陽音 [10] 6-0

     

    順位 7-8 Bye  

     南 陽音 [10]

    南 陽音 [10]  

     

    



中牟田ジュニア

GS
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com 7月6日

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

     

1 F81807   南砺市TA 砂田 未樹 [1]  

     砂田 未樹 [1]

2     Bye   

      村塚 明姫

3 F161473   JSS富山 三輪 凛  w.o.

     村塚 明姫  

4 F142250   上市中 村塚 明姫 w.o.  

      堀内 実稀

5 F160933   センティア 網本 旬花  6-1

     碓井 歩奈  

6 F142244   上市中 碓井 歩奈 6-0  

      堀内 実稀

7     Bye  6-1

     堀内 実稀  

8 F142240   上市中 堀内 実稀   

      吉江 優楽 [8]

9 F81772   あすなろ 伊藤 千遥 [11]  6-2

     伊藤 千遥 [11]  

10     Bye   

      伊藤 千遥 [11]

11 F142198   センティア 畑野　 小梅  6-1

     中田 羽奏  

12 F142241   上市中 中田 羽奏 6-0  

      吉江 優楽 [8]

13     Bye  6-1

     奥野 叶望  

14 F142191   月岡中 奥野 叶望   

      吉江 優楽 [8]

15     Bye  6-3

     吉江 優楽 [8]  

16 F81740   センティア 吉江 優楽 [8]   

      瀬戸 祐希奈 [3]

17 F81810   大林TS 瀬戸 祐希奈 [3]  6-1

     瀬戸 祐希奈 [3]  

18     Bye   

      瀬戸 祐希奈 [3]

19    上市中 種昂 しのぶ  6-0

     大毛利 花凛  

20    舟橋中 大毛利 花凛 6-1  

      瀬戸 祐希奈 [3]

21     Bye  6-0

     早瀨 うらら  

22    上市中 早瀨 うらら   

      福井 優葵 [13]

23     Bye  6-2

     福井 優葵 [13]  

24 F161451   Z-Ⅱ 福井 優葵 [13]   

      瀬戸 祐希奈 [3]

25 F141763   大林TS 河岸 桜子 [12]  6-0

     河岸 桜子 [12]  

26     Bye   

      河岸 桜子 [12]

27 F142249   上市中 石黒 伊織  6-1

     深浦 李心  

28    SEIBUスポーツ 深浦 李心 6-2  

      金田 侑奈 [5]

29     Bye  6-3

     林 美奈江  

30 F142243   上市中 林 美奈江   

      金田 侑奈 [5]

31     Bye  7-5

     金田 侑奈 [5]  

32 F81738   センティア 金田 侑奈 [5]   

      瀬戸 祐希奈 [3]

33 F142173   JSS富山 草東 芭奈 [7]  6-1

     草東 芭奈 [7]  

34     Bye   

      草東 芭奈 [7]

35 F142247   上市中 水野 那海  6-4

     水野 那海  

36 F160940   センティア 相川 莉子 6-0  

      瀬知 いずみ [10]

37     Bye  6-1

     大久保 琳佳  

38    上市中 大久保 琳佳   

      瀬知 いずみ [10]

39     Bye  6-1

     瀬知 いずみ [10]  



40 F141757   大林TS 瀬知 いずみ [10]   

      安養 侑歩 [4]

41 F81794   大林TS 西村 優奈 [15]  6-0

     西村 優奈 [15]  

42     Bye   

      三輪 瑠香

43    舟橋中 三輪 瑠香  6-2

     三輪 瑠香  

44 F142248   上市中 荒木 悠菜 6-0  

      安養 侑歩 [4]

45     Bye  6-0

     村上 綺依良  

46 F142246   上市中 村上 綺依良   

      安養 侑歩 [4]

47     Bye  6-0

     安養 侑歩 [4]  

48 F81735   センティア 安養 侑歩 [4]   

      尾山 倭子 [2]

49 F81701   センティア 加藤 彩羽 [6]  6-4

     加藤 彩羽 [6]  

50     Bye   

      加藤 彩羽 [6]

51    上市中 飛弾 和香  6-0

     大井 春佳  

52    舟橋中 大井 春佳 6-4  

      上田 晴菜 [9]

53     Bye  6-4

     齊藤 月泉  

54 F161452   Ｚ-Ⅱ 齊藤 月泉   

      上田 晴菜 [9]

55     Bye  6-0

     上田 晴菜 [9]  

56 F141766   大林TS 上田 晴菜 [9]   

      尾山 倭子 [2]

57 F142179   センティア 大﨑 理湖 [14]  6-0

     大﨑 理湖 [14]  

58     Bye   

      大﨑 理湖 [14]

59    上市中 土肥 千織  6-3

     栂 瀬織  

60    舟橋中 栂 瀬織 6-3  

      尾山 倭子 [2]

61 F160941   熊野小 若尾 梨々花  6-0

     若尾 梨々花  

62    上市中 町田 明日美 6-2  

      尾山 倭子 [2]

63     Bye  6-0

     尾山 倭子 [2]  

64 F81808   南砺市TA 尾山 倭子 [2]  

      

    順位 3-4 吉江 優楽 [8]  

     吉江 優楽 [8]

    安養 侑歩 [4] 7-6(2)

     

    

GS - 順位 5-8

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

     

    順位 5-8 堀内 実稀  

     金田 侑奈 [5]

    金田 侑奈 [5] 6-2  

      上田 晴菜 [9]

    瀬知 いずみ [10]  6-2

     上田 晴菜 [9]  

    上田 晴菜 [9] 6-1

     

    順位 7-8 堀内 実稀  

     堀内 実稀

    瀬知 いずみ [10] 6-4

     

    



中牟田ジュニア

BD 7月7日

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

M81729   センティア 井林 奏斗 [1]

1 Ｍ142169   高岡RTC 堀 宏成 井林 奏斗 [1]

     堀 宏成

2     Bye  井林 奏斗 [1]

M142236   上市中 加藤 凌基  堀 宏成

3 M142239   上市中 奥井 亨志郎 加藤 凌基 6-0

     奥井 亨志郎  

4     Bye  宮崎 凰雅 [5]

      金谷 龍世

5     Bye 伊野 裕聖 6-3

M142204   冨北中 伊野 裕聖 若尾 一輝  

6 M160942   興南中 若尾 一輝  宮崎 凰雅 [5]

      金谷 龍世

7     Bye 宮崎 凰雅 [5] 6-0

M142195   センティア 宮崎 凰雅 [5] 金谷 龍世  

8 M81717   富一 金谷 龍世  宮崎 凰雅 [5]

M81783   大林TS 岩崎 温生 [3]  金谷 龍世

9 M81715   大林TS 竹内 陽斗 岩崎 温生 [3] 6-1

     竹内 陽斗  

10     Bye  岩崎 温生 [3]

M142181   JSS富山 野崎 大吾  竹内 陽斗

11 M81766   Z-Ⅱ 黒瀬 創太 野崎 大吾 6-0

     黒瀬 創太  

12     Bye  岩崎 温生 [3]

      竹内 陽斗

13     Bye 日比野 匠 6-2

M141779   大林TS 日比野 匠 早勢 直人  

14 M141775   大林TS 早勢 直人  奥村 風夢 [6]

      茂住 隼矢

15     Bye 奥村 風夢 [6] 6-2

M81748   Z-Ⅱ 奥村 風夢 [6] 茂住 隼矢  

16 M142172   あすなろ 茂住 隼矢  宮崎 凰雅 [5]

M141759   大林TS 原田 瞭平 [8]  金谷 龍世

17 M141756   大林TS 道岸 優太 原田 瞭平 [8] 6-2

     道岸 優太  

18     Bye  原田 瞭平 [8]

M141777   大林TS 山崎 陽生  道岸 優太

19 M81724   大林TS 布村 旺志朗 山崎 陽生 6-3

     布村 旺志朗  

20     Bye  張田 陽生 [4]

      織田 能毅

21     Bye 上原 大明 6-1

M142199   富一 上原 大明 村田 拓也  

22 M161023   富一 村田 拓也  張田 陽生 [4]

      織田 能毅

23     Bye 張田 陽生 [4] 6-2

M81760   大林TS 張田 陽生 [4] 織田 能毅  

24 Ｍ142167   高岡RTC 織田 能毅  張田 陽生 [4]

M141760   大林TS 原田 駿平 [7]  織田 能毅

25 M81613   大林TS 新村 快心 原田 駿平 [7] 6-3

     新村 快心  

26     Bye  山田 結斗

   上市中 小幡 海翔  町田 陵太朗

27 M142235   上市中 横山 陽大 山田 結斗 6-0

M141755   大林TS 山田 結斗 町田 陵太朗  

28 M81690   大林TS 町田 陵太朗 6-1 南 歩志 [2]

      山田 理貴

29     Bye 山﨑 悠斗 6-1

M142238   上市中 山﨑 悠斗 瀧前 琉聖  

30 M142237   上市中 瀧前 琉聖  南 歩志 [2]

      山田 理貴

31     Bye 南 歩志 [2] 6-2

M142168   高岡RTC 南 歩志 [2] 山田 理貴  

32 Ｍ142171   高岡RTC 山田 理貴  

     岩崎 温生 [3]

    順位 3-4 竹内 陽斗 南 歩志 [2]

    南 歩志 [2] 山田 理貴

    山田 理貴 7-6(6)

     

    

BD - 順位 5-8

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    井林 奏斗 [1]

    順位 5-8 堀 宏成 井林 奏斗 [1]

    奥村 風夢 [6] 堀 宏成

    茂住 隼矢 6-1 井林 奏斗 [1]

    原田 瞭平 [8]  堀 宏成

    道岸 優太 原田 瞭平 [8] 6-1

    山田 結斗 道岸 優太  

    町田 陵太朗 6-3

    

 

奥村 風夢 [6]

    順位 7-8 茂住 隼矢 奥村 風夢 [6]

    山田 結斗 茂住 隼矢

    町田 陵太朗 6-1

     

    



中牟田ジュニア

GD 7月7日

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

F161451   Z-Ⅱ 福井 優葵

1 F142194   Z-Ⅱ 鷺岡 怜那 福井 優葵

F81808   南砺市TA 尾山 倭子 [1] 鷺岡 怜那

2 F81807   南砺市TA 砂田 未樹  大毛利 花凛

F142249   上市中 石黒 伊織  栂 瀬織

3 F142244   上市中 碓井 歩奈 大毛利 花凛 6-2

   舟橋中 大毛利 花凛 栂 瀬織  

4    舟橋中 栂 瀬織 6-2 吉江 優楽 [3]

F81740   センティア 吉江 優楽 [3]  安養 侑歩

5 F81735   センティア 安養 侑歩 吉江 優楽 [3] 6-0

   上市中 種昂 しのぶ 安養 侑歩  

6    上市中 飛弾 和香 w.o. 吉江 優楽 [3]

   上市中 土肥 千織  安養 侑歩

7    上市中 早瀨 うらら 土肥 千織 6-0

F161451   Z-Ⅱ 福井 優葵 早瀨 うらら  

8 F142194   Z-Ⅱ 鷺岡 怜那  加藤 彩羽 [2]

   SEIBUスポーツ 深浦 李心  金田 侑奈

9 F161452   Ｚ-Ⅱ 齊藤 月泉 深浦 李心 6-3

F142246   上市中 村上 綺依良 齊藤 月泉  

10 F142248   上市中 荒木 悠菜 6-2 伊藤 千遥 [4]

   上市中 大久保 琳佳  大﨑 理湖

11    上市中 町田 明日美 伊藤 千遥 [4] 6-1

F81772   あすなろ 伊藤 千遥 [4] 大﨑 理湖  

12 F142179   センティア 大﨑 理湖 6-1 加藤 彩羽 [2]

F142191   月岡中 奥野 叶望  金田 侑奈

13 F161056   冨いずみ 飴谷 有美子 堀内 実稀 6-1

F142240   上市中 堀内 実稀 林 美奈江  

14 F142243   上市中 林 美奈江 6-4 加藤 彩羽 [2]

      金田 侑奈

15     Bye 加藤 彩羽 [2] 6-1

F81701   センティア 加藤 彩羽 [2] 金田 侑奈  

16 F81738   センティア 金田 侑奈  

     大毛利 花凛

    順位 3-4 栂 瀬織 伊藤 千遥 [4]

伊藤 千遥 [4] 大﨑 理湖

    大﨑 理湖 6-2

    福井 優葵  

    順位 5-8 鷺岡 怜那 土肥 千織

    土肥 千織 早瀨 うらら

    早瀨 うらら 6-2 堀内 実稀

    深浦 李心  林 美奈江

    齊藤 月泉 堀内 実稀 6-3

    堀内 実稀 林 美奈江  

    林 美奈江 6-1

    

 

福井 優葵

    順位 7-8 鷺岡 怜那 福井 優葵

    深浦 李心 鷺岡 怜那

    齊藤 月泉 6-3

     

    

・№1の第1シードが欠場のため、№8のペアが№1へ移動



入賞者の皆さん


