
JOC選抜室内　富山県予選

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

男子シングルス - 本戦

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 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 Ｍ142167   高岡ＲＴＣ 織田 能毅  6-1

     織田 能毅  

4 M173011   富山南高校 大場 琢生 7-5  

      上村 海翔 [1]

5 M142168   高岡ＲＴＣ 南 歩志  6-3

     柳原 幹哉  

6 M81768   富山第一高校 柳原 幹哉 6-4  

      塚田 昂大 [5]

7     Bye  6-4

     塚田 昂大 [5]  

8 M81685   国際大付属高校 塚田 昂大 [5]   

      上村 海翔 [1]

9 M81800   富山第一高校 銘形 剛希 [3]  6-0

     銘形 剛希 [3]  

10     Bye   

      銘形 剛希 [3]

11 M81729   センティア 井林 奏斗  6-2

     井林 奏斗  

12 M161023   富山第一高校 村田 拓也 6-1  

      銘形 剛希 [3]

13 M81806   大林TS 青木　 陽哉  6-3

     青木　 陽哉  

14 M141844   国際大付属高校 平野 敦也 6-3  

      堀 宏成 [8]

15 M81665   国際大付属高校 渡辺 航平  7-5

     堀 宏成 [8]  

16 Ｍ142169   高岡ＲＴＣ 堀 宏成 [8] 6-1  

      上村 海翔 [1]

17 M81805   高岡高校 町田 悠太朗 [6]  7-5

     町田 悠太朗 [6]  

18 M81745   水橋高校 中崎 琳太朗 6-3  

      張田 匠哉

19 M81762   富山中部高校 張田 匠哉  6-1

     張田 匠哉  

20 M160968   片山学園高校 山下 連 6-1  

      役川 玄樹 [4]

21 M141841   国際大付属高校 伊藤 輝  6-3

     伊藤 輝  

22 M81637   富山第一高校 村上 寛征 6-4  

      役川 玄樹 [4]

23     Bye  6-1

     役川 玄樹 [4]  

24 M141996   高岡高校 役川 玄樹 [4]   

      柴 大翔 [2]

25 M81612   富山第一高校 辻 来知 [7]  6-4

     辻 来知 [7]  

26 M81728   高岡第一高校 金田 聖琉 6-4  

      辻 来知 [7]

27 M81675   国際大付属高校 山口 舜介  6-1

     金山 凌也  

28 M141850   呉羽高校 金山 凌也 6-3  

      柴 大翔 [2]

29 M81760   大林TS 張田　 陽生  6-3

     張田　 陽生  

30 M81717   富山第一高校 金谷 龍世 6-3  

      柴 大翔 [2]

31     Bye  6-3

     柴 大翔 [2]  

32 M81802   富山中部高校 柴 大翔 [2]  

      

    順位 3-4 銘形 剛希 [3]  

     銘形 剛希 [3]

    役川 玄樹 [4] 6-2

     

    

男子シングルス - 5-8位決定戦

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

     

1 M81762   富山中部高校 張田 匠哉  

     張田 匠哉

2 M81612   富山第一高校 辻 来知 [7] 6-4  

      張田 匠哉

3 Ｍ142169   高岡ＲＴＣ 堀 宏成 [8]  6-3

     塚田 昂大 [5]  

4 M81685   国際大付属高校 塚田 昂大 [5] 6-3

     

    順位 3-4 辻 来知 [7]  

     堀 宏成 [8]

    堀 宏成 [8] 0-0 Ret.

     

    



JOC選抜室内　富山県予選

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

女子シングルス - 本戦

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

     

1 F81732   国際大付属高校 林 果音 [1]  

     林 果音 [1]

2     Bye   

      林 果音 [1]

3 F81670   水橋高校 菅谷 遥  6-2

     菅谷 遥  

4 F81680   呉羽高校 中村 麻衣 6-3  

      林 果音 [1]

5 F142222   水橋高校 吉井 ひかり  6-0

     四谷 美菜  

6 F142107   国際大付属高校 四谷 美菜 6-0  

      井村 萌香 [6]

7     Bye  7-5

     井村 萌香 [6]  

8 F161069   国際大付属高校 井村 萌香 [6]   

      長山 真凛 [3]

9 F81777   国際大付属高校 長山 真凛 [3]  6-3

     長山 真凛 [3]  

10     Bye   

      長山 真凛 [3]

11 F81735   センティア 安養 侑歩  6-1

     安養 侑歩  

12 F81642   水橋高校 栗田 花帆 6-0  

      長山 真凛 [3]

13 F81676   国際大付属高校 島倉 友紀乃  6-1

     島倉 友紀乃  

14 F161051   水橋高校 亀谷 芽生 7-6(5)  

      茂住 玲奈 [5]

15     Bye  6-0

     茂住 玲奈 [5]  

16 F81770   水橋高校 茂住 玲奈 [5]   

      長山 真凛 [3]

17 F142050   水橋高校 高桑 愛実 [7]  6-2

     高桑 愛実 [7]  

18     Bye   

      高桑 愛実 [7]

19 F142020   富山東高校 髙橋 柚季  6-3

     髙橋 柚季  

20 F142049   水橋高校 砂田 真実 6-2  

      村上 聡野 [4]

21 F141767   水橋高校 新村 美結  6-0

     西野 安里沙  

22 F81656   国際大付属高校 西野 安里沙 6-1  

      村上 聡野 [4]

23     Bye  6-3

     村上 聡野 [4]  

24 F81797   国際大付属高校 村上 聡野 [4]   

      砂田 未樹 [2]

25 F81808   南砺市ＴＡ 尾山 倭子 [8]  6-3

     尾山 倭子 [8]  

26     Bye   

      尾山 倭子 [8]

27 F141776   国際大付属高校 田畑 乙葉  6-1

     田畑 乙葉  

28 F161089   高岡高校 稲田 步佳 6-2  

      砂田 未樹 [2]

29 F161060   富山第一高校 浅野 心音  6-3

     浅野 心音  

30 F161053   水橋高校 銅谷 真衣 6-3  

      砂田 未樹 [2]

31     Bye  7-6(1)

     砂田 未樹 [2]  

32 F81807   南砺市ＴＡ 砂田 未樹 [2]  

      

    順位 3-4 林 果音 [1]  

     村上 聡野 [4]

    村上 聡野 [4] 6-2

     

    

女子シングルス - 5-8位決定戦

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

     

1 F161069   国際大付属高校 井村 萌香 [6]  

     井村 萌香 [6]

2 F81808   南砺市ＴＡ 尾山 倭子 [8] 7-5  

      井村 萌香 [6]

3 F142050   水橋高校 高桑 愛実 [7]  6-3

     高桑 愛実 [7]  

4 F81770   水橋高校 茂住 玲奈 [5] 6-4

     

    順位 3-4 尾山 倭子 [8]  

     尾山 倭子 [8]

    茂住 玲奈 [5] 0-0 Ret.

     

    


