
伊予銀カップU１６ダブルス

伊予銀U16男子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

愛媛トレセン 伊藤 拓

1 新田 鈴木 瑛翔 伊藤 拓

WINNER 上永 透輝 鈴木 瑛翔

2 WINNER 篠崎 伶 6-0 伊藤 拓

新田 奥藤 空  鈴木 瑛翔

3 新田 秦 琉斗 立川 晃至 6-2

新田 立川 晃至 若松 航輝  

4 新田 若松 航輝 6-2 伊藤 拓

新田 島倉 巧  鈴木 瑛翔

5 新田 石丸 隼斗 大塚 陽士 6-4

新田 大塚 陽士 玉井 凛太郎  

6 新田 玉井 凛太郎 6-2 濵永 佐介

WINNER 蓑田 優築  石綿 凌空

7 済美平成中 金浦 俊哉 濵永 佐介 7-6(8)

愛媛トレセン 濵永 佐介 石綿 凌空  

8 道後中 石綿 凌空 6-4

  

 

伊予銀U16男子ダブルス - コンソレ
Quarterfinals Semifinals Final 勝者

上永 透輝

1 篠崎 伶

Loser  1-2 上永 透輝

篠崎 伶

奥藤 空 6-4 大塚 陽士

2 秦 琉斗  玉井 凛太郎

Loser  3-4 大塚 陽士 6-1

玉井 凛太郎  

島倉 巧 Loser  5-8 大塚 陽士

3 石丸 隼斗 玉井 凛太郎

Loser  5-6 蓑田 優築 6-3

金浦 俊哉  

蓑田 優築 6-4 立川 晃至

4 金浦 俊哉  若松 航輝

Loser  7-8 立川 晃至 6-1

若松 航輝  

Loser  1-4



伊予銀カップU１６ダブルス

伊予銀U16男子ダブルス-1回戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Finals 予選勝者

愛媛トレセ

ン 伊藤 拓

1 新田 鈴木 瑛翔 伊藤 拓

  鈴木 瑛翔 Q1

2  Bye  

WINNER 上永 透輝  

3 WINNER 篠崎 伶 上永 透輝

北宇和 兵頭 響 篠崎 伶 Q2

4 北宇和 鶴島 智大 6-3

新田 奥藤 空  

5 新田 秦 琉斗 奥藤 空

  秦 琉斗 Q3

6  Bye  

   

7  Bye 立川 晃至

新田 立川 晃至 若松 航輝 Q4

8 新田 若松 航輝  

新田 島倉 巧  

9 新田 石丸 隼斗 島倉 巧

  石丸 隼斗 Q5

10  Bye  

   

11  Bye 大塚 陽士

新田 大塚 陽士 玉井 凛太郎 Q6

12 新田 玉井 凛太郎  

WINNER 蓑田 優築  

13 済美平成中 金浦 俊哉 蓑田 優築

新田 奥村 優太 金浦 俊哉 Q7

14 新田 藤岡 俊介 6-3

   

15  Bye 濵永 佐介

愛媛トレセ

ン 濵永 佐介 石綿 凌空 Q8

16 道後中 石綿 凌空  
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