
秋季小学生Aクラス
秋季小学生男子Aクラス
日付

24 10 2020
郡市区町村 Website

印刷済: 2020/10/27 16:48:58

所属団体 Round 1

1 ☆コア フリード  古谷 一晟 [1]

2  Bye 1

3 WINNER  平田 大翔

4  Bye 16

5 三間JTC  石崎 充倫

6 WINNER  白石 蓮

7  Bye 7

8 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  大西 航太郎 [8]

9 愛媛トレセン  山中 魁祐 [3]

10  Bye 3

11 えばらITC  山下 慶和

12 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  守屋 亮成

13  Bye 12

14 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  田中 隆雅

15  Bye 5

16 WINNER  安場 吏優 [6]

17 愛媛トレセン  川口 汰家來 [7]

18  Bye 6

19 WINNER  岩佐 真義

20  Bye 11

21  Bye 14

22 Finalist TC  日浦 悠希

23  Bye 4

24 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  菰田 詩大 [4]

25 三間JTC  夏原 幸聖 [5]

26  Bye 8

27 WINNER  廣瀬 景人

28  Bye 10

29 愛媛トレセン  長井 宏将

30 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  村上 遼眞

31  Bye 2

32 新居浜角野小  田中 徠斗 [2]

Round 2

 古谷 一晟 [1]
 

 平田 大翔
 

 白石 蓮
 6-1 

 大西 航太郎 [8]
 

 山中 魁祐 [3]
 

 守屋 亮成
 6-3 

 田中 隆雅
 

 安場 吏優 [6]
 

 川口 汰家來 [7]
 

 岩佐 真義
 

 日浦 悠希
 

 菰田 詩大 [4]
 

 夏原 幸聖 [5]
 

 廣瀬 景人
 

 村上 遼眞
 6-0 

 田中 徠斗 [2]
 

Quarterfinals

 古谷 一晟 [1]
 7-5 

 大西 航太郎 [8]
 6-3 

 山中 魁祐 [3]
 6-3 

 安場 吏優 [6]
 6-0 

 川口 汰家來 [7]
 6-2 

 菰田 詩大 [4]
 6-1 

 夏原 幸聖 [5]
 7-6(7) 

 田中 徠斗 [2]
 6-3 

Semifinals

 古谷 一晟 [1]
 6-1 

 安場 吏優 [6]
 6-4 

 川口 汰家來 [7]
 6-4 

 田中 徠斗 [2]
 6-4 

 安場 吏優 [6]順位 3-4

 川口 汰家來 [7]

Final

 古谷 一晟 [1]
 6-0 

 田中 徠斗 [2]
 7-6(4) 

 川口 汰家來 [7]
 7-6(2) 

 古谷 一晟 [1]
 6-2 



秋季小学生Aクラス
秋季小学生男子Aクラス - 順位 5-8
日付

24 10 2020
郡市区町村 Website

印刷済: 2020/10/27 16:48:58

Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

 大西 航太郎 [8]順位 5-8

 山中 魁祐 [3]

 菰田 詩大 [4]

 夏原 幸聖 [5]

Final

 大西 航太郎 [8]
 6-2 

 菰田 詩大 [4]
 6-4 

 山中 魁祐 [3]順位 7-8

 夏原 幸聖 [5]

勝者

 大西 航太郎 [8]
 6-0 

 夏原 幸聖 [5]
 6-3 



秋季中学生Aクラス
秋季中学生男子Aクラス
日付

25 10 2020
郡市区町村 Website

印刷済: 2020/10/27 17:03:53

所属団体 Round 1

1 愛媛トレセン  伊藤 拓 [1]
2  Bye 1
3 Sola TS  関谷 空
4 WINNER  西岡 昂飛
5  Bye 17
6 ONOｽﾎﾟTC  仙波 大隼
7  Bye 15
8 WINNER  上永 透輝 [15]
9 四国中央市テニス協会  佐々木 祐璃 [9]

10  Bye 9
11 愛光中  山岡 凜大朗
12 愛媛トレセン  西山 康太
13 愛媛トレセン北条  川村 蓮
14 愛媛トレセン  島倉 巧
15  Bye 7
16 WINNER  蓑田 優築 [5]
17 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  鈴木 瑛翔 [3]
18  Bye 3
19 WINNER  藤田 翔馬
20 愛媛トレセン  山中 優征
21  Bye 20
22 WINNER  栗田 昇栄
23  Bye 13
24 津田中  奥藤 空 [13]
25 余土中  立川 晃至 [12]
26  Bye 11
27 愛媛トレセン  大野 来輝
28 チームベア  安東 康太
29 愛媛トレセン  吉田 悠真
30 3PLUS  大塚 一輝
31  Bye 5
32 WINNER  武田 壮 [8]
33 愛媛トレセン  濵永 佐介 [6]
34  Bye 6
35 Finalist TC  二宗 桜介
36 WINNER  越智 涼太郎
37  Bye 22
38 チームベア  秦 琉斗
39  Bye 12
40 WINNER  徳永 唯吏 [10]
41 WINNER  伊藤 謙臣 [16]
42  Bye 14
43 Sola TS  藤岡 俊介
44 愛媛トレセン  越智 優太
45 川之江南中  後藤 凌
46 愛媛トレセン  関根 友也
47  Bye 4
48 道後中  石綿 凌空 [4]
49 済美平成中  金浦 俊哉 [7]
50  Bye 8
51 愛光中  白石 真弥
52 愛媛トレセン  石尾 敦司
53 四国中央市テニス協会  石川 真輝翔
54 愛媛トレセン  森 海人
55  Bye 10
56 WINNER  米澤 凱人 [11]
57 愛媛トレセン  石丸 隼斗 [14]
58  Bye 16
59 WINNER  篠崎 伶
60 KS.Jｒ  由井 琢海
61 ONOｽﾎﾟTC  石原 泰盛
62 Sola TS  武井 春樹
63  Bye 2
64 WINNER  武方 駿哉 [2]

Round 2

 伊藤 拓 [1]
 
 西岡 昂飛
 6-0 
 仙波 大隼
 
 上永 透輝 [15]
 
 佐々木 祐璃 [9]
 
 山岡 凜大朗
 6-2 
 島倉 巧
 6-2 
 蓑田 優築 [5]
 
 鈴木 瑛翔 [3]
 
 山中 優征
 6-3 
 栗田 昇栄
 
 奥藤 空 [13]
 
 立川 晃至 [12]
 
 安東 康太
 6-0 
 吉田 悠真
 w.o.
 武田 壮 [8]
 
 濵永 佐介 [6]
 
 二宗 桜介
 6-4 
 秦 琉斗
 
 徳永 唯吏 [10]
 
 伊藤 謙臣 [16]
 
 藤岡 俊介
 6-3 
 後藤 凌
 7-6(12) 
 石綿 凌空 [4]
 
 金浦 俊哉 [7]
 
 白石 真弥
 6-3 
 石川 真輝翔
 6-2 
 米澤 凱人 [11]
 
 石丸 隼斗 [14]
 
 由井 琢海
 7-6(5) 
 武井 春樹
 6-2 
 武方 駿哉 [2]
 

Round 3

 伊藤 拓 [1]
 6-0 

 上永 透輝 [15]
 6-0 

 佐々木 祐璃 [9]
 6-4 

 蓑田 優築 [5]
 6-3 

 鈴木 瑛翔 [3]
 6-1 

 奥藤 空 [13]
 7-6(6) 

 立川 晃至 [12]
 6-2 

 武田 壮 [8]
 6-0 

 濵永 佐介 [6]
 6-1 

 秦 琉斗
 6-2 

 伊藤 謙臣 [16]
 7-5 

 石綿 凌空 [4]
 6-1 

 金浦 俊哉 [7]
 6-0 

 石川 真輝翔
 w.o.

 石丸 隼斗 [14]
 6-2 

 武方 駿哉 [2]
 6-0 

Quarterfinals

 伊藤 拓 [1]
 6-0 

 蓑田 優築 [5]
 6-3 

 鈴木 瑛翔 [3]
 6-1 

 武田 壮 [8]
 6-2 

 濵永 佐介 [6]
 6-2 

 石綿 凌空 [4]
 6-1 

 金浦 俊哉 [7]
 6-4 

 武方 駿哉 [2]
 6-1 

Semifinals

 伊藤 拓 [1]
 6-1 

 鈴木 瑛翔 [3]
 6-2 

 石綿 凌空 [4]
 6-2 

 武方 駿哉 [2]
 6-2 

 鈴木 瑛翔 [3]順位 3-4
 石綿 凌空 [4]

Final

 伊藤 拓 [1]
 6-1 

 武方 駿哉 [2]
 6-1 

 鈴木 瑛翔 [3]
 6-1 

 伊藤 拓 [1]
 6-3 



秋季中学生Aクラス
秋季中学生男子Aクラス - 順位 5-8
日付
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印刷済: 2020/10/27 17:03:53

Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals

 蓑田 優築 [5]順位 5-8

 武田 壮 [8]

 濵永 佐介 [6]

 金浦 俊哉 [7]

Final

 蓑田 優築 [5]
 6-0 

 金浦 俊哉 [7]
 6-4 

 武田 壮 [8]順位 7-8

 濵永 佐介 [6]

勝者

 蓑田 優築 [5]
 6-4 

 濵永 佐介 [6]
 6-4 
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