
【ジュニア】2019全日本ジュニア四国予選
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所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
   

1 屋島TC 香川 糸嶺　昊樹 [1]  
   糸嶺　昊樹 [1] 

2   Bye   
    糸嶺　昊樹 [1] 

3 佐川ｼﾞｭﾆｱ 高知 岡本将太  8-3  
   楠　奨真  

4 屋島TC 香川 楠　奨真 8-2   
    糸嶺　昊樹 [1] 

5 山田テニスクラブ 徳島 中茎優斗  6-2 6-2  
   中茎優斗  

6 Finalist TC 愛媛 大野蒼空 8-2   
    中茎優斗 

7   Bye  8-4  
   渡部晄 [8]  

8 佐川ｼﾞｭﾆｱ 高知 渡部晄 [8]   
    竹本　時士 [4] 

9 屋島TC 香川 竹本　時士 [4]  6-3 6-4  
   竹本　時士 [4]  

10   Bye   
    竹本　時士 [4] 

11 フォーレスト 香川 岡　海翔  8-0  
   山中銀二郎  

12 香南ジュニア 高知 山中銀二郎 8-5   
    竹本　時士 [4] 

13 萩インドア 香川 黒川　蒼介  6-2 6-4  
   黒川　蒼介  

14 四国中央市テニス協会 愛媛 佐々木祐璃 8-6   
    武田壮 [6] 

15   Bye  8-1  
   武田壮 [6]  

16 WINNER 愛媛 武田壮 [6]   
    二條　慧太 [2] 

17 ｐｄｔ 香川 香川　壮太 [5]  6-1 6-2  
   香川　壮太 [5]  

18   Bye   
    香川　壮太 [5] 

19 タカミ 高知 西岡諒  8-2  
   倉本　晄空  

20 ｐｄｔ 香川 倉本　晄空 8-3   
    香川　壮太 [5] 

21 ガーデン 徳島 土井剣志  6-1 6-4  
   土井剣志  

22 奈半利小 高知 山下真歩路 8-3   
    土井剣志 

23   Bye  8-3  
   廣瀬　勇太 [3]  

24 ｐｄｔ 香川 廣瀬　勇太 [3]   
    二條　慧太 [2] 

25 ガーデン 徳島 武村勇輝 [7]  6-4 6-2  
   武村勇輝 [7]  

26   Bye   
    武村勇輝 [7] 

27 WINNER 愛媛 徳永唯吏  8-4  
   平島崇司  

28 ハッピー 徳島 平島崇司 8-2   
    二條　慧太 [2] 

29 WINNER 愛媛 山岡凜大朗  6-1 6-1  
   冨士海邦  

30 ハッピー 徳島 冨士海邦 8-6   
    二條　慧太 [2] 

31   Bye  8-3  
   二條　慧太 [2]  

32 アップデイト 香川 二條　慧太 [2]  
    
  順位 3-4 糸嶺　昊樹 [1]  
   糸嶺　昊樹 [1] 

  香川　壮太 [5] 6-2 6-0  
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所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
   

1 WINNER 愛媛 武方駿哉 [1]  
   武方駿哉 [1] 

2 フォーレスト 香川 東野　光祐 8-0   
    武方駿哉 [1] 

3 桜町中学校 香川 大塚　暖雪  8-1  
   大塚　暖雪  

4 佐川ｼﾞｭﾆｱ 高知 岡本寛太 8-2   
    武方駿哉 [1] 

5 愛媛トレセン 愛媛 石綿凌空  6-0 6-3  
   石綿凌空  

6 高松北中学校 香川 染川　朋輝 8-5   
    石綿凌空 

7 愛媛トレセン 愛媛 濵永佐介  8-4  
   濵永佐介  

8 高松北中学校 香川 楠　波琉音 [6] 9-7   
    武方駿哉 [1] 

9 シオンテニスクラブ 徳島 岩田隼 [4]  6-4 6-1  
   岩田隼 [4]  

10 WINNER 愛媛 武田仁 9-8(5)   
    岩田隼 [4] 

11 丸亀ＴＣ 香川 猪熊　悠矢  8-6  
   猪熊　悠矢  

12 高知南中 高知 佐川季来 8-1   
    松田悠晏 [7] 

13 丸亀ＴＣ 香川 北岡　伸一朗  6-1 6-0  
   北岡　伸一朗  

14 WINNER 愛媛 米澤凱人 8-2   
    松田悠晏 [7] 

15 WINNER 愛媛 蓑田優築  8-2  
   松田悠晏 [7]  

16 山田テニスクラブ 徳島 松田悠晏 [7] 8-1   
    武方駿哉 [1] 

17 ガーデン 徳島 林竜矢 [5]  7-6(7) 6-2  
   林竜矢 [5]  

18 OZONO&GURIM 徳島 早見天斗 8-1   
    林竜矢 [5] 

19 香南ジュニア 高知 前田亮太郎  8-2  
   林奎達  

20 O.P.A．tennis 徳島 林奎達 8-1   
    伊藤拓 [3] 

21 桜町中学校 香川 森　広樹  6-3 6-2  
   森　広樹  

22 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ 愛媛 鈴木瑛翔 8-3   
    伊藤拓 [3] 

23 ガーデン 徳島 平畠雄大  8-2  
   伊藤拓 [3]  

24 愛媛トレセン 愛媛 伊藤拓 [3] 8-1   
    伊藤拓 [3] 

25 WINNER 愛媛 金浦俊哉 [8]  6-1 7-6(3)  
   金浦俊哉 [8]  

26 土佐中 高知 濱口竜輝 8-0   
    金浦俊哉 [8] 

27 C.Pain　Tennis 徳島 鹿島颯人  8-3  
   鹿島颯人  

28 高知南中 高知 中村季雅 8-4   
    友成悠生 [2] 

29 F.S.S 高知 西原大海  5-7 6-4 10-5  

   枡井惟晶  
30 山田テニスクラブ 徳島 枡井惟晶 9-8(2)   

    友成悠生 [2] 
31 土佐中 高知 斉藤名趣  8-0  

   友成悠生 [2]  
32 山田テニスクラブ 徳島 友成悠生 [2] 8-2  

    
  順位 3-4 松田悠晏 [7]  
   友成悠生 [2] 

  友成悠生 [2] 6-3 6-2  
   
  

所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
   
  順位 5-8 石綿凌空  
   岩田隼 [4] 
  岩田隼 [4] 7-5   
    岩田隼 [4] 
  林竜矢 [5]  8-6  
   林竜矢 [5]  
  金浦俊哉 [8] 6-3  
    
  順位 7-8 石綿凌空  
    
  金浦俊哉 [8] Not Played 
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