
【ジュニア_MUFG】 2023 MUFGジュニア愛媛県予選
男子シングルス

日付

04 - 05 2 2023
郡市区町村

松山市, JPN
Website

印刷済: 2023/02/06 17:43:04

所属団体 Round 1

1 WINNER  武田 壮 [1]

2  Bye 1

3 松山南高校  大野 蒼空

4 リアンテニスチーム  大西 航太郎

5 愛媛トレセン  栗田 昇栄

6 WINNER  梶原 世煌

7 北伊予小学校  平田 大翔

8 愛媛トレセン  山中 優征 [4]

9 四国中央市テニス協会  佐々木 祐璃 [3]

10 小松小学校  髙橋 優斗

11 Finalist TC  西田 孝星

12 愛媛トレセン  古谷 一晟

13 愛媛トレセン  徳永 唯吏

14 WINNER  廣瀬 景人

15 愛媛トレセン  沖本 隆成

16 WINNER  山岡 凜大朗 [2]

Quarterfinals

 武田 壮 [1]
 

 大西 航太郎
 6-2 

 栗田 昇栄
 6-2 

 山中 優征 [4]
 6-0 

 佐々木 祐璃 [3]
 6-0 

 古谷 一晟
 6-0 

 廣瀬 景人
 7-6(4) 

 山岡 凜大朗 [2]
 6-2 

Semifinals

 武田 壮 [1]
 8-1 

 山中 優征 [4]
 8-5 

 佐々木 祐璃 [3]
 8-4 

 山岡 凜大朗 [2]
 8-3 

Final

 武田 壮 [1]
 8-4 

 山岡 凜大朗 [2]
 8-6 

 山中 優征 [4]順位 3-4

 佐々木 祐璃 [3]

勝者

 山岡 凜大朗 [2]
 6-2 6-1 

 佐々木 祐璃 [3]
 8-3 



【ジュニア_MUFG】 2023 MUFGジュニア愛媛県予選
女子シングルス
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04 - 05 2 2023
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印刷済: 2023/02/06 17:43:04

所属団体 Round 1

1 愛媛トレセン  窪田 結衣 [1]

2  Bye 1

3 愛媛トレセン  山中 星來

4 松山東高校  白石 雛

5 巧庭球塾  篠崎 星那

6 松西中等  青木 萌絵

7 松西中等  木戸 菜々香

8 プレジールTA愛媛  篠原 絢 [3]

9 R.FINALIST  渡部 莉央 [4]

10 リアンテニスチーム  宇田 沙奈

11 Kids1TS  越智 一乃

12 リアンテニスチーム  柴垣 紗来

13 リアンテニスチーム  岡崎 未空

14 済美高校  山内 明花里

15  Bye 2

16 新田高校  石川 璃星 [2]

Quarterfinals

 窪田 結衣 [1]
 

 山中 星來
 6-4 

 篠崎 星那
 6-2 

 木戸 菜々香
 6-4 

 渡部 莉央 [4]
 6-4 

 柴垣 紗来
 6-3 

 山内 明花里
 6-3 

 石川 璃星 [2]
 

Semifinals

 窪田 結衣 [1]
 8-0 

 木戸 菜々香
 8-2 

 渡部 莉央 [4]
 8-2 

 石川 璃星 [2]
 8-0 

Final

 窪田 結衣 [1]
 8-0 

 渡部 莉央 [4]
 8-4 

 木戸 菜々香順位 3-4

 石川 璃星 [2]

勝者

 窪田 結衣 [1]
 6-0 6-1 

 石川 璃星 [2]
 8-5 


