
2017年第26回伊予銀カップジュニア選手権大会　16歳以下
日　時　平成29年6月10日（土）　8:30受付完了　シングルス　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　松山中央公園テニスコート
　　　　　平成29年6月11日（日）　8:30受付完了　シングルス残り試合及びダブルス　　　場所　松山中央公園テニスコート
　　　　　シングルスでベスト16に入った選手は、翌日のダブルスに参加できます。ベスト16の選手を含むペアでエントリーしてください。

　　　　　シングルスの本戦及びダブルスはフィードインコンソレーションで行います。
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63 60

中津 千葉
60 63

山田 八塚
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1 山内 翔斗 (松山南高)

2 BYE

3 金澤 侑也 (土居高)

4 星加 知也 (新居浜西中)

5 宮武 哲平 (八幡浜高)

6 髙岡 純一郎 (松山東高)

7 篠原 陸 (川之江高)

8 近藤 拓実 (松山中央高)

1 渡部 颯太 (今治西高)

2 吉田 宇慶 (新田高)

3 宮脇 光 (今治南高)

4 星岡 大介 (松山東高)

5 工藤 温人 (西条農業高)

6 山本 航大 (松山商業高)

7 元山 壮馬 (松山北高)

8 西田 柊斗 (三間中)

1 中村 拳人 (宇南中等)

2 岡本 龍武 (松山北高)

3 山岡 燎翔 (松山城南高)

4 藤田 朔太朗 (東予高)

5 土居 愛斗 (新田高)

6 石川 涼雅 (小松高)

7 秋山 泰良 (今治西高)

8 栗田 康平 (WINNER)

1 池田 佳隆 (愛媛トレセン)

2 小野 晴己 (新居浜南高)

3 村山 晴輝 (新居浜東高)

4 沖本 貫成 (松山北高)

5 中津 郁哉 (東温高)

6 平井 智隆 (大洲農業高)

7 中塚 貴琉 (松山東高)

8 山田 祥明 (今治明徳中)

1 金橋 立輝 (新田高)

2 高鍋 祐太 (宇南中等)

3 馬越 悠太 (今治西高)

4 滝本 琉盛 (松山東高)

5 藤田 憲樹 (西条農業高)

6 髙市 大椰 (松山商業高)

7 敷村 壮竜 (東温高)

8 松本 和輝 (新居浜商業高)

1 竹村 祐馬 (松西中等)

2 高橋 丞 (3PLUS)

3 髙田 悠佑 (今治明徳中)

4 突永 鼓南 (松山城南高)

5 菊池 灯 (八幡浜高)

6 木下 龍喜 (ミズキ)

7 越智 潤 (今治南高)

8 山内 優 (愛媛トレセン)

1 渡部 晴統 (松山北高)

2 山崎 愛斗 (西条農業高)

3 木原 詩温 (東予高)

4 森田 悠斗 (北宇和高)

5 松下 実 (東温高)

6 正岡 優希 (土居高)

7 赤松 流空 (三間中)

8 和田 真輝 (松山北高)

1 正岡 拓人 (新田高)

2 谷本 澪音 (宇南中等)

3 瀧田 大介 (新居浜南高)

4 西下 周作 (松山城南高)

5 千葉 和樹 (新居浜東高)

6 宮内 鉄馬 (松山商業高)

7 八塚 偉生 (今治西高)

8 井上 恭輔 (松山東高)
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麻生 矢野
61 60

吉井 小堀
64 76(2)

山﨑 7 矢野 15
63 60

善家 三好
61 62

山﨑 三浦
60 61

山﨑 三浦
60 63

近藤 中村
60 60

近藤 中村
60 60

兵頭 前田
62 61

近藤 8 中村 16
60 60

矢野 松田
76(5) 60

矢野 松田
63 60
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75 63

1 土居 颯人 (松山中央高)

2 大賀 優輝 (八幡浜高)

3 山野本 晃大 (東温高)

4 伊藤 巧真 (新居浜南中)

5 中川 優大 (松山東高)

6 菊川 稿 (今治明徳中)

7 廣川 直哉 (松山南高)

8 岡田 隆杜 (西条農業高)

1 山内 舜 (松山北高)

2 佐藤 翔 (土居高)

3 河村 想良 (新居浜南高)

4 本田 昂大 (松山商業高)

5 辻田 光輝 (新田高)

6 長井 優弥 (東予高)

7 金谷 洸希 (宇南中等)

8 玉井 幸太 (松山北高)

1 麻生 浩太 (今治北高)

2 中野 太雅 (大洲高)

3 藤山 倖多 (今治南高)

4 吉井 太一 (新田高)

5 武智 光 (松山城南高)

6 善家 良太 (宇南中等)

7 西原 光貴 (新居浜東高)

8 山﨑 帆時 (コア☆フリード)

1 近藤 俊介 (今治西高)

2 宮田 悠李 (新田高)

3 松本 侑征 (松山東高)

4 兵頭 悠哉 (三間高)

5 澤田 悠斗 (済美高)

6 矢野 椋大 (西条農業高)

7 村上 元斗 (今治明徳中)

8 石丸 健心 (松山商業高)

1 吉田 剛 (ウインTC)

2 大澤 早市 (今治西高)

3 廣見 快斗 (宇南中等)

4 重松 拓弥 (新田高)

5 伊藤 安輝 (西条農業高)

6 松本 拓巳 (松山中央高)

7 吉識 潤平 (西条高)

8 高瀬 瞭 (WINNER)

1 清岡 大海 (宇和島東高)

2 羽藤 喬道 (今治明徳中)

3 中村 壮佳 (今治明徳矢田)

4 竹本 直人 (松山商業高)

5 森田 玲央 (松山北高)

6 星川 春樹 (土居高)

7 弓山  翔也 (東予高)

8 白石 治都 (松山東高)

1 矢野 貴大 (松山東高)

2 曽根 一稀 (新居浜東高)

3 小堀 和馬 (今治西高)

4 尾﨑 翔 (松山城南高)

5 武内 拓海 (東予高)

6 三好 龍臣 (松山商業高)

7 武智主真 (三崎高)

8 三浦 了護 (ウインTC)

1 中村 元 (川之江北中)

2 西田 裕司 (松山南高)

8 德田 蒼 (東温高)

5 松田 卓真 (松山北高)

6 森実 嵩旭 (川之江高)

7 真鍋 海翔 (西条農業高)

3 前田 蓮 (新田高)

4 山本 凌也 (宇南中等)



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
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