
2020DUNLOPジュニア富山県予選
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選手登録番号 St. 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    

1 M81724  大林TS 布村 旺志朗 [1]  

    布村 旺志朗 [1]

2    Bye   

     布村 旺志朗 [1]

3 M167113  大林TS 町田 進次朗  6-0

    町田 進次朗  

4 M172187  下新川郡 七澤 晄士朗 6-1  

     布村 旺志朗 [1]

5 M161450  Z-Ⅱ 中川 蒼琉  6-1

    中川 蒼琉  

6 M160950  大林TS 竹内 大空 6-0  

     中川 蒼琉

7 M160398  富山市TA 成田 大貴  6-1

    田中 志門  

8 M167116  大林TS 田中 志門 6-1  

     布村 旺志朗 [1]

9 M141756  大林TS 道岸 優太 [4]  6-3

    道岸 優太 [4]  

10   TCﾛｺﾓｰｼｮﾝ 武村 俊佑 6-0  

     道岸 優太 [4]

11 M161481  魚津市ＴＡ 植木 研吾  6-0

    八木澤 槙斗  

12 M141782  大林TS 八木澤 槙斗 6-2  

     西村 理立 [5]

13 M167112  大林TS 銅 大空  6-2

    銅 大空  

14 M160949  TCﾛｺﾓｰｼｮﾝ 荒瀬 優真 6-2  

     西村 理立 [5]

15 M160944  下新川郡 大田 一翔  6-0

    西村 理立 [5]  

16 M141769  大林TS 西村 理立 [5] 6-0  

     布村 旺志朗 [1]

17 M142193  Z-Ⅱ 齊藤 秀哉  6-2

    岩崎 泰知  

18 M167114  大林TS 岩崎 泰知 6-1  

     岩崎 泰知

19 M160948  大林TS 吉川 真央  6-3

    柳原 大輝  

20 M161480  魚津市ＴＡ 柳原 大輝 6-0  

     新村 快心 [3]

21 M142178  センティア 釜谷 充希  6-1

    釜谷 充希  

22 M142185  大林TS 勝田 陽人 6-3  

     新村 快心 [3]

23 M142175  JSS富山 草東 七施  6-1

    新村 快心 [3]  

24 M81613  大林TS 新村 快心 [3] 6-3  

     山崎 陽生 [2]

25 M161672  TCﾛｺﾓｰｼｮﾝ 幸村 颯大  6-4

    髙林 直偉人  

26 M142188  大林TS 髙林 直偉人 6-0  

     髙林 直偉人

27 M141784  大林TS 東 蒼人  6-0

    野村 太希  

28 M142177  センティア 野村 太希 6-2  

     山崎 陽生 [2]

29 M141761  大林TS 原田 鉄平  6-0

    原田 鉄平  

30 M160932  針原小1年 伊野 輝龍 6-3  

     山崎 陽生 [2]

31 M161479  魚津市ＴＡ 徳道 創  6-1

    山崎 陽生 [2]  

32 M141777  大林TS 山崎 陽生 [2] 6-0

     

   順位 3-4 西村 理立 [5]  

    新村 快心 [3]

   新村 快心 [3] 6-1

    

   

BS 12 - 順位 5-8

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

    

   順位 5-8 中川 蒼琉  

    道岸 優太 [4]

   道岸 優太 [4] 6-0  

     道岸 優太 [4]

   岩崎 泰知  6-2

    岩崎 泰知  

   髙林 直偉人 6-3

    

   順位 7-8 中川 蒼琉  

    髙林 直偉人

   髙林 直偉人 6-2
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選手登録番号 St. 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    

1 F142212  センティア 宮腰 咲希 [1]  

    宮腰 咲希 [1]

2    Bye   

     宮腰 咲希 [1]

3 F160933  堀川南小 網本 旬花  6-0

    網本 旬花  

4    Bye   

     宮腰 咲希 [1]

5 F142229  下新川郡TA 高松　 佑衣  6-3

    高松　 佑衣  

6 F142198  センティア 畑野　 小梅 6-4  

     高松　 佑衣

7    Bye  7-6(6)

    岡本　 結愛  

8 F142217  センティア 岡本　 結愛   

     宮腰 咲希 [1]

9 F160943  月岡小 奥野 愛望 [4]  6-2

    奥野 愛望 [4]  

10    Bye   

     奥野 愛望 [4]

11   小杉ジュニアテニスクラブ 小竹 璃子  6-2

    小竹 璃子  

12    Bye   

     奥野 愛望 [4]

13    Bye  1-0 Ret.

    花崎 心乃  

14   大林TS 花崎 心乃   

     吉田 柚菜

15    Bye  6-3

    吉田 柚菜  

16 F172176  センティア 吉田 柚菜   

     宮腰 咲希 [1]

17 F160934  TCロコモーション 佐伯 來蘭  6-2

    佐伯 來蘭  

18    Bye   

     山田 楓乃

19 F142234  小杉ジュニアテニスクラブ 山田 楓乃  6-1

    山田 楓乃  

20    Bye   

     幸村 彩永 [3]

21    Bye  6-3

    伊藤 叶  

22 F161454  SEIBUｽﾎﾟｰﾂ 伊藤 叶   

     幸村 彩永 [3]

23    Bye  6-0

    幸村 彩永 [3]  

24 F161670  TCロコモーション 幸村 彩永 [3]   

     藤岡 結衣 [2]

25 F160941  熊野小 若尾 梨々花  6-2

    若尾 梨々花  

26    Bye   

     若尾 梨々花

27 F161453  Z-Ⅱ 齊藤 颯花  6-2

    齊藤 颯花  

28    Bye   

     藤岡 結衣 [2]

29    Bye  6-1

    牛丸 優織華  

30 F161671  TCロコモーション 牛丸 優織華   

     藤岡 結衣 [2]

31    Bye  6-0

    藤岡 結衣 [2]  

32 F142218  大林TS 藤岡 結衣 [2]  

     

   順位 3-4 奥野 愛望 [4]  

    奥野 愛望 [4]

   幸村 彩永 [3] 7-6(6)

    

   

GS 12 - 順位 5-8

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

    

   順位 5-8 高松　 佑衣  

    高松　 佑衣

   吉田 柚菜 w.o.  

     高松　 佑衣

   山田 楓乃  6-4

    山田 楓乃  

   若尾 梨々花 6-4

    

   順位 7-8 吉田 柚菜  

    若尾 梨々花

   若尾 梨々花 w.o.
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選手登録番号 St. 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    

1 Ｍ142170  高岡RTC 南 陽音 [1]  

    南 陽音 [1]

2    Bye   

     南 陽音 [1]

3 M141773  大林TS 鈴木 優央  6-0

    鈴木 優央  

4 M81766  Z-Ⅱ 黒瀬 創太 6-1  

     南 陽音 [1]

5 M142190  大林TS 石井 英吉  6-4

    石井 英吉  

6 M142200  片山学園中 村田 崇徳 6-1  

     山岸 修輔 [8]

7    Bye  6-1

    山岸 修輔 [8]  

8 M141764  大林TS 山岸 修輔 [8]   

     南 陽音 [1]

9 M141760  大林TS 原田 駿平 [3]  6-3

    原田 駿平 [3]  

10    Bye   

     原田 駿平 [3]

11 M142204  富山北部中 伊野 裕聖  6-3

    吉田 一吹  

12 M160946  魚津市ＴＡ 吉田 一吹 7-6(1)  

     原田 駿平 [3]

13 M81690  大林TS 町田 陵太朗  6-2

    吉田 信  

14 M141768  JSS富山 吉田 信 6-4  

     山田 結斗 [7]

15    Bye  6-0

    山田 結斗 [7]  

16 M141755  大林TS 山田 結斗 [7]   

     南 陽音 [1]

17 M142192  Z-Ⅱ 齊藤 圭汰 [6]  7-6(9)

    齊藤 圭汰 [6]  

18    Bye   

     齊藤 圭汰 [6]

19 M172174  センティア 田中 敬惺  6-0

    荻原 優斗  

20 M141772  大林TS 荻原 優斗 6-0  

     奥村 風夢 [4]

21 M161478  魚津市ＴＡ 植木 巧磨  6-2

    坂越 大士  

22   片山学園中 坂越 大士 6-2  

     奥村 風夢 [4]

23    Bye  6-3

    奥村 風夢 [4]  

24 M81748  Z-Ⅱ 奥村 風夢 [4]   

     茂住 隼矢 [2]

25 M141759  大林TS 原田 瞭平 [5]  6-2

    原田 瞭平 [5]  

26    Bye   

     原田 瞭平 [5]

27   TeamWish 福田 一惺  6-0

    福田 一惺  

28   JSS富山 大場　 智博 w.o.  

     茂住 隼矢 [2]

29 M142181  JSS富山 野崎 大吾  6-3

    野崎 大吾  

30 M161477  魚津市ＴＡ 森内 史杜 6-0  

     茂住 隼矢 [2]

31    Bye  6-3

    茂住 隼矢 [2]  

32 M142172  あすなろ 茂住 隼矢 [2]  

     

   順位 3-4 原田 駿平 [3]  

    原田 駿平 [3]

   奥村 風夢 [4] 6-2

    

   

BS 14 - 順位 5-8

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

    

   順位 5-8 山岸 修輔 [8]  

    山岸 修輔 [8]

   山田 結斗 [7] 6-1  

     山岸 修輔 [8]

   齊藤 圭汰 [6]  6-1

    齊藤 圭汰 [6]  

   原田 瞭平 [5] 6-4

    

   順位 7-8 山田 結斗 [7]  

    原田 瞭平 [5]

   原田 瞭平 [5] 7-5
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1 F81740  センティア 吉江 優楽 [1]  

    吉江 優楽 [1]

2    Bye   

     吉江 優楽 [1]

3 F161482  SEIBUｽﾎﾟｰﾂ 森田 愛久  6-1

    大﨑 理湖  

4 F142179  センティア 大﨑 理湖 6-0  

     草東 芭奈 [3]

5 F142173  JSS富山 草東 芭奈 [3]  w.o.

    草東 芭奈 [3]  

6    Bye   

     草東 芭奈 [3]

7 F161483  SEIBUｽﾎﾟｰﾂ 杉森 彩沙夏  6-2

    西村 優奈  

8 F81794  大林TS 西村 優奈 6-3  

     上田 晴菜 [2]

9 F142180  センティア 釜谷 美咲希  6-4

    伊藤 千遥  

10 F81772  あすなろ 伊藤 千遥 6-1  

     伊藤 千遥

11    Bye  6-0

    瀬知 いずみ [4]  

12 F141757  大林TS 瀬知 いずみ [4]   

     上田 晴菜 [2]

13 F167115  大林TS 花崎 乃々  6-2

    三輪 凛  

14 F161473  JSS富山 三輪 凛 6-2  

     上田 晴菜 [2]

15    Bye  6-0

    上田 晴菜 [2]  

16 F141766  大林TS 上田 晴菜 [2]  

     

   順位 3-4 吉江 優楽 [1]  

    伊藤 千遥

   伊藤 千遥 w.o.

     

   順位 5-8 大﨑 理湖  

    大﨑 理湖

   西村 優奈 6-4  

     瀬知 いずみ [4]

   瀬知 いずみ [4]  6-0

    瀬知 いずみ [4]  

   三輪 凛 6-1

    

   順位 7-8 西村 優奈  

    三輪 凛

   三輪 凛 6-4

    

   



入賞者のみなさん


