
富山県ジュニア室内テニス選手権大会
男子シングルス 2021/2/11

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 高岡 町田 悠太朗 [1]  

  町田 悠太朗 [1]

2  Bye   

   町田 悠太朗 [1]

3 国際大付属 池田 真人  6-0

  池田 真人  

4  Bye   

   町田 悠太朗 [1]

5 富山南 古川 虎武  6-1

  上原 大明  

6 富山第一 上原 大明 6-2  

   松本 明也 [6]

7  Bye  6-1

  松本 明也 [6]  

8 高岡 松本 明也 [6]   

   町田 悠太朗 [1]

9 高岡 南 歩志 [4]  6-4

  南 歩志 [4]  

10  Bye   

   南 歩志 [4]

11 Z-Ⅱ 奥村 風夢  6-3

  奥村 風夢  

12  Bye   

   金谷 龍世 [7]

13  Bye  6-1

  井村 翔真  

14 魚津市ＴＡ 井村 翔真   

   金谷 龍世 [7]

15  Bye  6-2

  金谷 龍世 [7]  

16 富山第一 金谷 龍世 [7]   

   町田 悠太朗 [1]

17 大林TS 小野 陽杜 [5]  6-2

  小野 陽杜 [5]  

18  Bye   

   小野 陽杜 [5]

19 富山第一 村田 拓也  7-5

  村田 拓也  

20  Bye   

   織田 能毅 [3]

21  Bye  6-2

  原田 駿平  

22 大林TS 原田 駿平   

   織田 能毅 [3]

23  Bye  w.o.

  織田 能毅 [3]  

24 富山第一 織田 能毅 [3]   

   織田 能毅 [3]

25 富山中部 池田 楽 [8]  6-3

  池田 楽 [8]  

26  Bye   

   茂住 隼矢

27 松倉塾 茂住 隼矢  w.o.

  茂住 隼矢  

28  Bye   

   塚田 昂大 [2]

29 大林TS 原田 瞭平  6-2

  鳴河 佑哉  

30 片山学園 鳴河 佑哉 6-2  

   塚田 昂大 [2]

31  Bye  6-3

  塚田 昂大 [2]  

32 国際大付属 塚田 昂大 [2]  

   

 順位 3-4 金谷 龍世 [7]  

  金谷 龍世 [7]

 塚田 昂大 [2] 6-2

  

 



富山県ジュニア室内テニス選手権大会
女子シングルス 2021/2/11

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 大林TS 瀬戸 祐希奈 [1]  

  瀬戸 祐希奈 [1]

2  Bye   

   瀬戸 祐希奈 [1]

3 高岡 稲田 步佳  6-2

  稲田 步佳  

4 水橋 銅谷 真衣 6-4  

   瀬戸 祐希奈 [1]

5 JSS富山 草東 芭奈  6-0

  上田 夏鈴  

6 富山中部 上田 夏鈴 6-2  

   上田 夏鈴

7  Bye  6-2

  吉江 優楽 [8]  

8 センティア 吉江 優楽 [8]   

   瀬戸 祐希奈 [1]

9 国際大付属 井村 萌香 [3]  7-5

  井村 萌香 [3]  

10  Bye   

   井村 萌香 [3]

11 水橋 山崎 美緒  6-1

  山崎 美緒  

12 センティア 大﨑 理湖 6-2  

   井村 萌香 [3]

13 水橋 吉井 ひかり  6-4

  吉井 ひかり  

14 富山東 水尾 明日香 6-1  

   吉井 ひかり

15  Bye  7-5

  田畑 乙葉 [7]  

16 国際大付属 田畑 乙葉 [7]   

   瀬戸 祐希奈 [1]

17 大林TS 上田 晴菜 [6]  w.o.

  上田 晴菜 [6]  

18  Bye   

   山口 歩果

19 富山いずみ 山口 歩果  w.o.

  山口 歩果  

20 富山北部 福井 優葵 6-3  

   伊藤 千遥

21 富山北部 堀内 実稀  6-1

  伊藤 千遥  

22 JSS富山 伊藤 千遥 6-2  

   伊藤 千遥

23  Bye  6-2

  新村 美結 [4]  

24 水橋 新村 美結 [4]   

   茂住 玲奈 [2]

25 センティア 安養 侑歩 [5]  6-4

  安養 侑歩 [5]  

26  Bye   

   安養 侑歩 [5]

27 富山第一 浅野 心音  6-2

  浅野 心音  

28 富山北部 林 美奈江 6-2  

   茂住 玲奈 [2]

29 富山いずみ 飴谷 有美子  7-5

  飴谷 有美子  

30 大林TS 瀬知 いずみ 6-4  

   茂住 玲奈 [2]

31  Bye  6-1

  茂住 玲奈 [2]  

32 水橋 茂住 玲奈 [2]  

   

 順位 3-4 井村 萌香 [3]  

  井村 萌香 [3]

 伊藤 千遥 6-3

  

 



男子シングルス入賞者

女子シングルス入賞者




