
2017伊予銀カップU16男子シングルス本戦（フィードインコンソレーションで行います） 2017伊予銀カップU16男子ダブルス（ベスト８よりフィードインコンソレーション）

本戦 コンソレーション 本戦 中村 元 川之江北中 １〜４ コンソレーション

山内 金橋 立輝 新田高 土居 颯人 松山中央高

60 中村 BYE 0 近藤 拓実 松山中央高 土居

山内 池田 金橋 0 0 近藤

60 63 60 土居 土居 颯人 松山中央高 ５〜８ 64 土居

中村 清岡 近藤 近藤 拓実 松山中央高 矢野 貴大 松山東高 近藤

63 75 62 吉田 剛 ウインTC 白石 治都 松山東高 63

中村 三浦 了護 ウインTC

山内 金橋 ９〜１６

61 62 山内 舜 松山北高

金橋 矢野 矢野 貴大 松山東高 松田 卓真 松山北高 近藤

土居 61 白石 白石 治都 松山東高 渡部

62 近藤 61 工藤 温人 西条農業高 ９〜１２ 62

近藤 山内 渡部 矢野 椋大 西条農業高 山内 翔斗 松山南高

62 62 62 近藤 中村 拳人 宇南中等 廣川 直哉 松山南高 竹村

近藤 渡部 金谷 洸希 宇南中等 清岡

60 金橋 64 近藤 俊介 今治西高 １３〜１６ 63

64 中村 渡部 颯太 今治西高 竹村 祐馬 松西中等 近藤

中村 金橋 清岡 大海 宇和島東高 渡部

63 63 60

山内 翔斗 松山南高 １〜８

金橋 廣川 直哉 松山南高 近藤 俊介 今治西高

60 正岡 BYE 0 渡部 颯太 今治西高

正岡 竹村 前田 0 0

64 75 64 正岡 正岡 拓人 新田高

正岡 土居 前田 前田 蓮 新田高

62 63 62 池田 佳隆 愛媛トレセン

正岡 山内 優 愛媛トレセン

中村 前田

64 63

中村 山内 山内 舜 松山北高

清岡 63 松田 松田 卓真 松山北高

64 山内 61 渡部 晴統 松山北高

中村 矢野 松田 玉井 幸太 松山北高

62 61 64 BYE 0

中村 0 0

61 中村 竹村 祐馬 松西中等

63 清岡 大海 宇和島東高

3位決定戦 5位決定戦
山内 山内 舜 松山北高

正岡 松田 松田 卓真 松山北高

61 本戦勝 竹村 祐馬 松西中等

清岡 大海 宇和島東高

1 山内 翔斗 松山南高 1

2 工藤 温人 西条農業高 3

2 工藤 温人 西条農業高 2

3 中村 拳人 宇南中等 3

4 池田 佳隆 愛媛トレセン 5

4 池田 佳隆 愛媛トレセン 4

14 清岡 大海 宇和島東高 １３～１６

13

5 土居 颯人 松山中央高 5

6 山内 舜 松山北高

6 山内 舜 松山北高 6

9

7 山﨑 帆時 コア☆フリード 7

7 コア☆フリード

8 近藤 俊介 今治西高 8

山﨑 帆時

松西中等

16

9 金橋 立輝 新田高 ９～１２

渡部 晴統 松山北高 11

9 金橋 立輝 新田高 9

10 竹村 祐馬

12 正岡 拓人 新田高 12

8

10 竹村 祐馬 松西中等 10

11

松山中央高

11 渡部 晴統 松山北高

13 吉田 剛 ウインTC 13

13

5 土居 颯人

14 清岡 大海 宇和島東高 14

５～８

松山東高 15

吉田 剛 ウインTC

15 矢野 貴大 松山東高

16 中村 元 川之江北中 16

15 矢野 貴大

3 中村 拳人 宇南中等

今治西高 13

１～４

12 正岡 拓人 新田高 16

8 近藤 俊介


