
伊予銀カップU１６シングルス

伊予銀U16男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 愛媛トレセン 伊藤 拓  

  伊藤 拓

2 新田 奥藤 空 6-0  

   伊藤 拓

3 新田 若松 航輝  6-1

  若松 航輝  

4 新田 奥村 優太 6-2  

   伊藤 拓

5 道後中 石綿 凌空  6-1

  石綿 凌空  

6 新田 立川 晃至 6-4  

   石綿 凌空

7 新田 玉井 凛太郎  6-3

  蓑田 優築  

8 WINNER 蓑田 優築 6-2  

   伊藤 拓

9 新田 島倉 巧  6-1

  大塚 陽士  

10 新田 大塚 陽士 6-1  

   濵永 佐介

11 新田 秦 琉斗  6-2

  濵永 佐介  

12 愛媛トレセン 濵永 佐介 6-1  

   鈴木 瑛翔

13 新田 石丸 隼斗  6-4

  石丸 隼斗  

14 北宇和 兵頭 響 6-2  

   鈴木 瑛翔

15 WINNER 篠崎 伶  6-0

  鈴木 瑛翔  

16 新田 鈴木 瑛翔 6-0

   

 順位 3-4 石綿 凌空  

  石綿 凌空

 濵永 佐介 6-3

  

 

伊予銀U16男子シングルス - コンソレ
Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

 

1 奥藤 空

Loser  1-2  

奥藤 空

 6-0  

2 奥村 優太  石丸 隼斗

Loser  3-4  6-1

石丸 隼斗  

 Loser  13-16  

3 立川 晃至 大塚 陽士

Loser  5-6  6-1

玉井 凛太郎  

 6-2  

4 玉井 凛太郎  大塚 陽士

Loser  7-8  6-4

大塚 陽士  

 Loser  9-12  

5 島倉 巧 順位5-6

Loser  9-10  Not Played

秦 琉斗  

 7-6(4)  

6 秦 琉斗  蓑田 優築

Loser  11-12  6-0

蓑田 優築  

 Loser  5-8  

7 兵頭 響 若松 航輝

Loser  13-14  7-5

兵頭 響  

 6-3  

8 篠崎 伶  若松 航輝

Loser  15-16  7-5

若松 航輝  

Loser  1-4  

順位 7-8 石丸 隼斗  

 蓑田 優築

蓑田 優築 7-5

 



伊予銀カップU１６シングルス

伊予銀U16男子シングルス-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Finals 予選勝者

     

1 愛媛トレセン 伊藤 拓 [1]  33 新田 若松 航輝 [9]  

  伊藤 拓 [1]   若松 航輝 [9]

2 新田 寺島 告 6-0  34 松工 岩佐 真太朗 6-1  

   伊藤 拓 [1] Q1    若松 航輝 [9] Q9

3 3PLUS 岡田 尚樹  6-0 35 松山学院 平田 稔  6-4

  荘 太一    長尾 知樹  

4 宇南 荘 太一 6-3 36 松東 長尾 知樹 6-0

      

5 新田 鈴木 瑛翔 [2]  37 北宇和 兵頭 響 [10]  

  鈴木 瑛翔 [2]   兵頭 響 [10]

6 愛媛トレセン北条 藤本 悠誠 6-1  38 今北 加藤 光晟 6-0  

   鈴木 瑛翔 [2] Q2    兵頭 響 [10] Q10

7 松東 吉田 昊生  6-2 39

ONOスポーツクラ

ブ 石原 泰盛  6-2

  二宗 桜介    米澤 凱人  

8 Finalist 二宗 桜介 6-0 40 新田 米澤 凱人 6-3

      

9 愛媛トレセン 濵永 佐介 [3]  41 新田 大塚 陽士 [11]  

  濵永 佐介 [3]   大塚 陽士 [11]

10

ONOスポーツクラ

ブ 仙波 大隼 6-0  42 三間中 阿藤 暖和 6-0  

   濵永 佐介 [3] Q3    大塚 陽士 [11] Q11

11 新田 西岡 昂飛  6-1 43 今治精華 水口 幸大  6-0

  川村 蓮    伊藤 謙臣  

12 松工 川村 蓮 6-4 44 WINNER 伊藤 謙臣 6-1

      

13 道後中 石綿 凌空 [4]  45 新田 玉井 凛太郎 [12]  

  石綿 凌空 [4]   玉井 凛太郎 [12]

14 松北 藤田 翔馬 6-2  46 松商 越智 優太 6-1  

   石綿 凌空 [4] Q4    玉井 凛太郎 [12] Q12

15 新田 藤岡 俊介  6-2 47 松東 松田 諒  6-0

  上永 透輝    松田 諒  

16 WINNER 上永 透輝 7-5 48 宇南 片岡 麻人 6-1

      

17 WINNER 蓑田 優築 [5]  49 新田 立川 晃至 [13]  

  蓑田 優築 [5]   立川 晃至 [13]

18 松山学院 辻田 翔 6-0  50 松山南中 関谷 空 6-2  

   蓑田 優築 [5] Q5    立川 晃至 [13] Q13

19 松北 岡本 大雅  6-3 51 松商 山本 晋士  6-3

  武井 春樹    山中 星明  

20 新田 武井 春樹 6-1 52 松山学院 山中 星明 6-2

      

21 済美平成中 金浦 俊哉 [6]  53 新田 秦 琉斗 [14]  

  金浦 俊哉 [6]   秦 琉斗 [14]

22 松北 関根 友也 6-4  54 宇南 毛利 朗人 6-1  

   島倉 巧 Q6    秦 琉斗 [14] Q14

23 新田 島倉 巧  6-4 55 チームベア 安東 康太  6-3

  島倉 巧    安東 康太  

24 3PLUS 大塚 一輝 6-4 56 北宇 山﨑 巧斗 6-2

      

25 新田 石丸 隼斗 [7]  57 宇南 森本 健太 [15]  

  石丸 隼斗 [7]   篠崎 伶

26 今西 越智 涼太郎 6-3  58 WINNER 篠崎 伶 6-2  

   石丸 隼斗 [7] Q7    篠崎 伶 Q15

27 松商 白鳥 春輝  6-4 59 宇水 前田 凜  6-0

  武田 仁    平塚 聖阜  

28 松北 武田 仁 6-2 60 東予 平塚 聖阜 6-4

      

29 北宇和 鶴島 智大 [8]  61 東予 武田 絢仁 [16]  

  鶴島 智大 [8]   武田 絢仁 [16]

30 宇南 二宮 俊介 6-2  62 北宇 森 滉典 6-0  

   奥村 優太 Q8    奥藤 空 Q16

31 愛媛トレセン 吉田 悠真  6-1 63 新田 奥藤 空  6-1

  奥村 優太    奥藤 空  

32 新田 奥村 優太 7-5 64 Finalist 二宮 樹 w.o.
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