
[ジュニア_JOC選抜]2020JOC選抜室内富山県予選

男子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

     

1 M81801   富山第一高校 上村 海翔 [1]  

     上村 海翔 [1]

2     Bye   

      上村 海翔 [1]

3 M173011   富山南高校 大場 琢生  6-0

     大場 琢生  

4     Bye   

      上村 海翔 [1]

5     Bye  6-0

     上原 大明  

6 M142199   富山第一高校 上原 大明   

      竹内 陽斗

7     Bye  7-6(4)

     竹内 陽斗  

8 M81715   大林TS 竹内 陽斗   

      上村 海翔 [1]

9 M161014   富山中部高校 池田 楽  6-2

     池田 楽  

10     Bye   

      池田 楽

11    富山中部高校 伊東 太悠  6-2

     井村 翔真  

12 M161475   魚津市ＴＡ 井村 翔真 6-1  

      張田 陽生 [5]

13     Bye  6-0

     銅 大和  

14    国際大付属高校 銅 大和   

      張田 陽生 [5]

15     Bye  6-1

     張田 陽生 [5]  

16 M81760   富山中部高校 張田 陽生 [5]   

      上村 海翔 [1]

17 M81685   国際大付属高校 塚田 昂大 [4]  6-1

     塚田 昂大 [4]  

18     Bye   

      塚田 昂大 [4]

19 M142259   片山学園高校 鳴河 佑哉  6-2

     鳴河 佑哉  

20     Bye   

      塚田 昂大 [4]

21     Bye  6-1

     原田 瞭平  

22 M141759   大林TS 原田 瞭平   

      原田 瞭平

23     Bye  6-2

     山下 連  

24 M160968   片山学園高校 山下 連   

      塚田 昂大 [4]

25 M142195   センティア 宮崎 凰雅  6-4

     宮崎 凰雅  

26     Bye   

      宮崎 凰雅

27 M160993   国際大付属高校 安部 隆輝  6-0

     安部 隆輝  

28     Bye   

      宮崎 凰雅

29     Bye  6-2

     原田 駿平  

30 M141760   大林TS 原田 駿平   

      南 歩志 [8]

31     Bye  6-1

     南 歩志 [8]  

32 M142168   高岡高校 南 歩志 [8]   

      上村 海翔 [1]

33 Ｍ142167   富山第一高校 織田 能毅 [7]  6-3

     織田 能毅 [7]  

34     Bye   

      織田 能毅 [7]

35 M141775   富山北部高校 早勢 直人  6-1

     早勢 直人  

36     Bye   

      織田 能毅 [7]

37     Bye  6-4

     古川 虎武  

38 M173018   富山南高校 古川 虎武   

      大澤 啓志

39     Bye  6-1

     大澤 啓志  

40 M142251   片山学園高校 大澤 啓志   

      町田 悠太朗 [3]

41    富山北部高校 藤永 優心  6-2

     藤永 優心  

42     Bye   

      塩原 利文

43 M180450   富山第一高校 塩原 利文  6-2

     塩原 利文  

44     Bye   

      町田 悠太朗 [3]

45     Bye  6-2

     成田 賢生  

46 M161022   富山第一高校 成田 賢生   

      町田 悠太朗 [3]

47     Bye  6-0

     町田 悠太朗 [3]  

48 M81805   高岡高校 町田 悠太朗 [3]   

      銘形 剛希 [2]

49 M81717   富山第一高校 金谷 龍世 [6]  6-1

     金谷 龍世 [6]  

50     Bye   

      金谷 龍世 [6]

51 M141762   大林TS 小野 陽杜  6-3

     小野 陽杜  

52     Bye   

      岩崎 温生

53     Bye  6-3

     秋元 大輝  

54 M180449   富山中部高校 秋元 大輝   

      岩崎 温生

55     Bye  6-2

     岩崎 温生  

56 M81783   大林TS 岩崎 温生   

      銘形 剛希 [2]

57 M142230   高岡高校 松本 明也  6-1

     松本 明也  

58     Bye   

      松本 明也

59 M161023   富山第一高校 村田 拓也  6-3

     村田 拓也  

60     Bye   

      銘形 剛希 [2]

61     Bye  6-0

     池田 真人  

62 M160994   国際大付属高校 池田 真人   

      銘形 剛希 [2]

63     Bye  6-2

     銘形 剛希 [2]  

64 M81800   富山第一高校 銘形 剛希 [2]  

      

    順位 3-4 塚田 昂大 [4]  

     塚田 昂大 [4]

    町田 悠太朗 [3] 6-4

     

    

男子シングルス - 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 張田 陽生 [5]  

     宮崎 凰雅

    宮崎 凰雅 6-3  

      宮崎 凰雅

    織田 能毅 [7]  6-3

     織田 能毅 [7]  

    岩崎 温生 6-1

     

    順位 7-8 張田 陽生 [5]  

     張田 陽生 [5]

    岩崎 温生 6-3

     

    



[ジュニア_JOC選抜]2020JOC選抜室内富山県予選

女子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

     

1 F81770   水橋高校 茂住 玲奈 [1]  

     茂住 玲奈 [1]

2     Bye   

      茂住 玲奈 [1]

3 F161059   富山いずみ高校 山口 歩果  6-0

     山口 歩果  

4     Bye   

      茂住 玲奈 [1]

5     Bye  6-0

     原田 結衣  

6 F161047   富山東高校 原田 結衣   

      堀内 実稀

7     Bye  6-2

     堀内 実稀  

8 F142240   富山北部高校 堀内 実稀   

      茂住 玲奈 [1]

9 F161060   富山第一高校 浅野 心音  6-0

     浅野 心音  

10     Bye   

      浅野 心音

11 F142173   JSS富山 草東 芭奈  6-4

     草東 芭奈  

12 F161055   水橋高校 山崎 美緒 6-1  

      浅野 心音

13     Bye  6-3

     大﨑 理湖  

14 F142179   センティア 大﨑 理湖   

      銅谷 真衣 [7]

15     Bye  6-3

     銅谷 真衣 [7]  

16 F161053   水橋高校 銅谷 真衣 [7]   

      瀬戸 祐希奈 [3]

17 F81810   大林TS 瀬戸 祐希奈 [3]  6-2

     瀬戸 祐希奈 [3]  

18     Bye   

      瀬戸 祐希奈 [3]

19 F161063   富山第一高校 杉浦 由真  6-0

     杉浦 由真  

20     Bye   

      瀬戸 祐希奈 [3]

21     Bye  6-0

     晴柀 みずき  

22 F161049   富山東高校 晴柀 みずき   

      晴柀 みずき

23     Bye  6-2

     稲田 步佳  

24 F161089   高岡高校 稲田 步佳   

      瀬戸 祐希奈 [3]

25 F161056   富山いずみ高校 飴谷 有美子  6-1

     飴谷 有美子  

26     Bye   

      吉江 優楽

27 F81740   センティア 吉江 優楽  6-4

     吉江 優楽  

28     Bye   

      吉江 優楽

29     Bye  6-4

     坂高 伊純  

30 F161048   富山東高校 坂高 伊純   

      田畑 乙葉 [5]

31     Bye  6-0

     田畑 乙葉 [5]  

32 F141776   国際大付属高校 田畑 乙葉 [5]   

      瀬戸 祐希奈 [3]

33 F81735   センティア 安養 侑歩 [6]  6-1

     安養 侑歩 [6]  

34     Bye   

      安養 侑歩 [6]

35    富山東高校 三輪 瑠香  6-1

     三輪 瑠香  

36     Bye   

      安養 侑歩 [6]

37     Bye  6-2

     瀬知 いずみ  

38 F141757   大林TS 瀬知 いずみ   

      上田 夏鈴

39     Bye  6-4

     上田 夏鈴  

40 F141765   富山中部高校 上田 夏鈴   

      安養 侑歩 [6]

41 F141758   富山東高校 水尾 明日香  6-0

     水尾 明日香  

42     Bye   

      水尾 明日香

43 F141763   富山中部高校 河岸 桜子  6-2

     河岸 桜子  

44     Bye   

      新村 美結 [4]

45     Bye  6-1

     水野 那海  

46 F142247   富山東高校 水野 那海   

      新村 美結 [4]

47     Bye  6-1

     新村 美結 [4]  

48 F141767   水橋高校 新村 美結 [4]   

      安養 侑歩 [6]

49 F142222   水橋高校 吉井 ひかり [8]  7-5

     吉井 ひかり [8]  

50     Bye   

      吉井 ひかり [8]

51 F161046   富山東高校 野澤 葵  6-2

     野澤 葵  

52     Bye   

      伊藤 千遥

53     Bye  6-0

     伊藤 千遥  

54 F81772   JSS富山 伊藤 千遥   

      伊藤 千遥

55     Bye  6-0

     福井 優葵  

56 F161451   富山北部高校 福井 優葵   

      上田 晴菜

57 F141766   大林TS 上田 晴菜  6-2

     上田 晴菜  

58     Bye   

      上田 晴菜

59    富山東高校 村井 彩乃  6-0

     村井 彩乃  

60     Bye   

      上田 晴菜

61     Bye  6-0

     林 美奈江  

62 F142243   富山北部高校 林 美奈江   

      井村 萌香 [2]

63     Bye  6-0

     井村 萌香 [2]  

64 F161069   国際大付属高校 井村 萌香 [2]  

      

    順位 3-4 茂住 玲奈 [1]  

     茂住 玲奈 [1]

    上田 晴菜 7-5

     

    

女子シングルス - 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 浅野 心音  

     吉江 優楽

    吉江 優楽 6-2  

      伊藤 千遥

    新村 美結 [4]  6-3

     伊藤 千遥  

    伊藤 千遥 6-2

     

    順位 7-8 浅野 心音  

     新村 美結 [4]

    新村 美結 [4] w.o.

     

    


