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日付

07 - 08 9 2019
郡市区町村

JPN
Website

印刷済: 2019/09/07 17:20:50

選手登録番号 所属団体 Round 1

1 M83811 GETT  辻本 悠嗣 [1]
2  Bye
3 M141571 津幡ジュニア  野原 惇央
4  Bye
5 M141592 V10  神佐 惇
6 M141607 V10  吉田 朝陽
7  Bye
8 M83824 FFTA Nanao  三原 煌大 [16]
9 M83781 加賀ジュニアTC  北市 誠悟 [10]

10  Bye
11 M171507 小松ジュニアTC  宇枝 優希
12  Bye
13 M141516 津幡ジュニア  中村 謙心
14 M159409 SUMMIT  川西 由人
15  Bye
16 M141552 Y'sJr  直喜 慶也 [8]
17 M83767 小松ジュニアTC  宮岸 慶成 [3]
18  Bye
19 M159411 いしかわJr  岡田 怜馬
20  Bye
21 M141612 小松ジュニアTC  吉田 朋矢
22 M141597 内灘ジュニアTC  柴田 零士
23  Bye
24 M141611 津幡ジュニア  板坂 翼 [15]
25 M83863 V10  井田 結斗 [11]
26  Bye
27 M161441 ウエストヒルズJT  寺譯 楓斗
28  Bye
29  Bye
30 M141565 小松ジュニアTC  木村 葉月
31  Bye
32 M83812 TEAM KIT  竹内 聡 [5]
33 M141577 TEAM KIT  矢原 青空 [7]
34  Bye
35 M83765 小松ジュニアTC  藤原 由宇
36  Bye
37  Bye
38 M171532 Y'sJr  前田 駿
39  Bye
40 M141578 ウエストヒルズJT  関口 遼 [9]
41 M141587 津幡ジュニア  前田 優 [14]
42  Bye
43 M141555 津幡ジュニア  高出 晴日
44 M141560 金沢市テニス協会  笠井 拓久
45  Bye
46 M141601 内灘ジュニアTC  髙島 礼雅
47  Bye
48 M141498 金沢市テニス協会  中山 皓幹 [4]
49 M141548 ショットJr  角谷 宙希 [6]
50  Bye
51 M141616 津幡ジュニア  筆谷 純士
52 M141614 小松ジュニアTC  菅嶋 倉士
53  Bye
54 M171509 ショットJr  西田 匡徳
55  Bye
56 M141557 金沢市テニス協会  前中 良介 [12]
57 M141620 小松ジュニアTC  築田 悠伸 [13]
58  Bye
59 M171510 SUMMIT  真田 史恩
60  Bye
61 M171511 SUMMIT  中川 詠斗
62 M141515 小松ジュニアTC  西野 仁人
63  Bye
64 M83900 TEAM KIT  源 拓真 [2]

Round 2

 辻本 悠嗣 [1]
 #1: 
 野原 惇央
 #2: 
 神佐 惇
 #3: 7-6(4) 
 三原 煌大 [16]
 #4: 
 北市 誠悟 [10]
 #5: 
 宇枝 優希
 #6: 
 川西 由人
 #7: 6-1 
 直喜 慶也 [8]
 #8: 
 宮岸 慶成 [3]
 #9: 
 岡田 怜馬
 #10: 
 吉田 朋矢
 #11: 6-4 
 板坂 翼 [15]
 #12: 
 井田 結斗 [11]
 #13: 
 寺譯 楓斗
 #14: 
 木村 葉月
 #15: 
 竹内 聡 [5]
 #16: 
 矢原 青空 [7]
 #17: 
 藤原 由宇
 #18: 
 前田 駿
 #19: 
 関口 遼 [9]
 #20: 
 前田 優 [14]
 #21: 
 高出 晴日
 #22: 6-4 
 髙島 礼雅
 #23: 
 中山 皓幹 [4]
 #24: 
 角谷 宙希 [6]
 #25: 
 菅嶋 倉士
 #26: 6-1 
 西田 匡徳
 #27: 
 前中 良介 [12]
 #28: 
 築田 悠伸 [13]
 #29: 
 真田 史恩
 #30: 
 西野 仁人
 #31: 6-0 
 源 拓真 [2]
 #32: 

Round 3

 辻本 悠嗣 [1]
 #33: 6-0 

 三原 煌大 [16]
 #34: 6-3 

 北市 誠悟 [10]
 #35: 6-1 

 直喜 慶也 [8]
 #36: 7-5 

 宮岸 慶成 [3]
 #37: 6-0 

 板坂 翼 [15]
 #38: 6-4 

 井田 結斗 [11]
 #39: 6-0 

 竹内 聡 [5]
 #40: 6-1 

 矢原 青空 [7]
 #41: 6-1 

 関口 遼 [9]
 #42: w.o.

 前田 優 [14]
 #43: 6-3 

 中山 皓幹 [4]
 #44: 6-0 

 角谷 宙希 [6]
 #45: 6-0 

 前中 良介 [12]
 #46: 6-0 

 築田 悠伸 [13]
 #47: 6-0 

 源 拓真 [2]
 #48: 6-0 

Quarterfinals

 辻本 悠嗣 [1]
 #49: 6-0 

 直喜 慶也 [8]
 #50: 6-0 

 宮岸 慶成 [3]
 #51: 6-0 

 竹内 聡 [5]
 #52: 6-2 

 矢原 青空 [7]
 #53: 6-1 

 中山 皓幹 [4]
 #54: 6-1 

 前中 良介 [12]
 #55: 6-2 

 源 拓真 [2]
 #56: 6-0 

Semifinals

 辻本 悠嗣 [1]
 #57: 6-1 

 宮岸 慶成 [3]
 #58: 6-1 

 中山 皓幹 [4]
 #59: 6-1 

 源 拓真 [2]
 #60: 6-1 

Final

 辻本 悠嗣 [1]
 #61: 6-4 

 源 拓真 [2]
 #62: 6-1 

 辻本 悠嗣 [1]
 #63: 6-1 

# シード選手

1 辻本 悠嗣
2 源 拓真
3 宮岸 慶成
4 中山 皓幹
5 竹内 聡
6 角谷 宙希
7 矢原 青空
8 直喜 慶也

9 関口 遼
10 北市 誠悟
11 井田 結斗
12 前中 良介
13 築田 悠伸
14 前田 優
15 板坂 翼
16 三原 煌大

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名
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選手登録番号 所属団体 Round 1

1 F141551 川北Jrテニスクラブ  染谷 紗花 [1]
2  Bye
3 F141507 津幡ジュニア  戸口 琉花
4  Bye
5  Bye
6 F141574 ショットJr  新保 茜
7  Bye
8 F141544 山中ジュニア  上山 桔生 [15]
9 F84034 TEAM KIT  宮下 茉桜 [10]

10  Bye
11 F159408 中村町小  南 珠愛
12  Bye
13  Bye
14 F161400 小松ジュニアTC  岩倉 芙実
15  Bye
16 F83956 津幡ジュニア  濱崎 ちはる [6]
17 F141477 川北Jrテニスクラブ  橋本 恋梅 [4]
18  Bye
19 F161424 team s.s.t.c  四津 和奏
20  Bye
21  Bye
22 F159402 TEAM KIT  生駒 琉茄
23  Bye
24 F141505 Y'sJr  北村 琴美 [13]
25 F141472 内灘ジュニアTC  小谷 和暖 [11]
26  Bye
27 F161426 team s.s.t.c  磯田 実来
28  Bye
29 F161425 team s.s.t.c  村中 菫
30 F141619 川北Jrテニスクラブ  正村 愛音
31  Bye
32 F141484 FFTA Nanao  小波 うた [7]
33 F141491 津幡ジュニア  清水端 碧乃 [8]
34  Bye
35 F141476 山中ジュニア  井尻 こころ
36  Bye
37  Bye
38 F141615 TEAM KIT  大野 希実
39  Bye
40 F141504 ショットJr  中森 琶菜 [12]
41 F83965 小松ジュニアTC  小坂 音羽 [14]
42  Bye
43 F161427 金沢市テニス協会  丸田 芽生莉
44 F161430 ウエストヒルズJT  宮前 海来
45  Bye
46 F159403 TEAM KIT  吉田 奈央
47  Bye
48 F83964 小松ジュニアTC  林 愛友奈 [3]
49 F141589 小松ジュニアTC  林 恵凜奈 [5]
50  Bye
51 F141595 ウエストヒルズJT  齋藤 彩乃
52  Bye
53 F171544 TRG  高橋 美来
54 F161423 team s.s.t.c  大澤 玲緒奈
55  Bye
56 F141580 ショットJr  新保 柑菜 [9]
57 F159407 新神田小  高森 未来 [16]
58  Bye
59 F161428 金沢市テニス協会  長坂 舞子
60  Bye
61  Bye
62 F171539 ショットJr  西田 梨香
63  Bye
64 F83981 ショットJr  水内 佑香 [2]

Round 2

 染谷 紗花 [1]
 #1: 
 戸口 琉花
 #2: 
 新保 茜
 #3: 
 上山 桔生 [15]
 #4: 
 宮下 茉桜 [10]
 #5: 
 南 珠愛
 #6: 
 岩倉 芙実
 #7: 
 濱崎 ちはる [6]
 #8: 
 橋本 恋梅 [4]
 #9: 
 四津 和奏
 #10: 
 生駒 琉茄
 #11: 
 北村 琴美 [13]
 #12: 
 小谷 和暖 [11]
 #13: 
 磯田 実来
 #14: 
 村中 菫
 #15: 6-0 
 小波 うた [7]
 #16: 
 清水端 碧乃 [8]
 #17: 
 井尻 こころ
 #18: 
 大野 希実
 #19: 
 中森 琶菜 [12]
 #20: 
 小坂 音羽 [14]
 #21: 
 丸田 芽生莉
 #22: 6-0 
 吉田 奈央
 #23: 
 林 愛友奈 [3]
 #24: 
 林 恵凜奈 [5]
 #25: 
 齋藤 彩乃
 #26: 
 高橋 美来
 #27: 6-3 
 新保 柑菜 [9]
 #28: 
 高森 未来 [16]
 #29: 
 長坂 舞子
 #30: 
 西田 梨香
 #31: 
 水内 佑香 [2]
 #32: 

Round 3

 染谷 紗花 [1]
 #33: 6-0 

 上山 桔生 [15]
 #34: 6-4 

 南 珠愛
 #35: 6-4 

 濱崎 ちはる [6]
 #36: 6-0 

 橋本 恋梅 [4]
 #37: 6-1 

 北村 琴美 [13]
 #38: 6-2 

 小谷 和暖 [11]
 #39: 6-4 

 小波 うた [7]
 #40: 6-2 

 清水端 碧乃 [8]
 #41: 6-1 

 中森 琶菜 [12]
 #42: 6-1 

 小坂 音羽 [14]
 #43: 6-4 

 林 愛友奈 [3]
 #44: 6-0 

 林 恵凜奈 [5]
 #45: 6-4 

 新保 柑菜 [9]
 #46: 6-3 

 高森 未来 [16]
 #47: 6-2 

 水内 佑香 [2]
 #48: 6-0 

Quarterfinals

 染谷 紗花 [1]
 #49: 6-0 

 濱崎 ちはる [6]
 #50: 6-2 

 橋本 恋梅 [4]
 #51: 6-0 

 小波 うた [7]
 #52: 6-3 

 清水端 碧乃 [8]
 #53: 6-2 

 小坂 音羽 [14]
 #54: 6-2 

 新保 柑菜 [9]
 #55: 6-1 

 水内 佑香 [2]
 #56: 6-0 

Semifinals

 染谷 紗花 [1]
 #57: 6-0 

 橋本 恋梅 [4]
 #58: 6-1 

 清水端 碧乃 [8]
 #59: 6-3 

 水内 佑香 [2]
 #60: 6-2 

Final

 染谷 紗花 [1]
 #61: 6-0 

 水内 佑香 [2]
 #62: 6-3 

 染谷 紗花 [1]
 #63: 6-2 

# シード選手

1 染谷 紗花
2 水内 佑香
3 林 愛友奈
4 橋本 恋梅
5 林 恵凜奈
6 濱崎 ちはる
7 小波 うた
8 清水端 碧乃

9 新保 柑菜
10 宮下 茉桜
11 小谷 和暖
12 中森 琶菜
13 北村 琴美
14 小坂 音羽
15 上山 桔生
16 高森 未来

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名
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選手登録番号 所属団体 Round 1

1 M83898 TEAM KIT  川西 飛生 [1]
2  Bye
3 M141490 FFTA Nanao  小波 久斗
4  Bye
5 M141502 津幡ジュニア  松下 大斗
6 M141509 山中ジュニア  西納 一徹
7  Bye
8 M141605 いしかわJr  打田 和寛 [16]
9 M141561 内灘ジュニアTC  高島 昊雅 [11]

10  Bye
11 M83857 V10  亀田 侑生
12  Bye
13  Bye
14 M83780 加賀ジュニアTC  表 蒼史
15  Bye
16 M141506 津幡ジュニア  奥村 玲央 [7]
17 M83858 V10  小野 達史 [4]
18  Bye
19 M141598 加賀ジュニアTC  神尾 勘太
20  Bye
21  Bye
22 M141493 いしかわJr  北川 周
23  Bye
24 M141591 Y'sJr  市川 未來 [14]
25 M83860 Y'sJr  竹内 暖雅 [10]
26  Bye
27 M141512 ウエストヒルズJT  下内 勇人
28  Bye
29  Bye
30 M141618 内灘ジュニアTC  小谷 海晴
31  Bye
32 M83813 ショットJr  中森 太一 [8]
33 M141576 V10  田上 櫂斗 [6]
34  Bye
35 M141521 ウエストヒルズJT  石井 瑛士
36  Bye
37  Bye
38 M83760 小松ジュニアTC  小坂 響来
39  Bye
40 M141511 Y'sJr  北村 湧磨 [12]
41 M141527 ウエストヒルズJT  赤羽根 遼真 [13]
42  Bye
43 M141488 ウエストヒルズJT  瓜 悠真
44  Bye
45  Bye
46 M141553 金沢市テニス協会  木村 駈
47  Bye
48 M83764 小松ジュニアTC  宮岸 亮太朗 [3]
49 M83892 TEAM KIT  宮前 雄也 [5]
50  Bye
51 M141573 V10  山崎 壮大
52  Bye
53  Bye
54 M141585 津幡ジュニア  山本 光太朗
55  Bye
56 M83742 津幡ジュニア  清水端 海音 [9]
57 M83776 加賀ジュニアTC  泉 航太 [15]
58  Bye
59 M141613 V10  小西 健太
60  Bye
61 M141478 TEAM KIT  小納谷 慶二
62 M83941 緑中  関野 渡
63  Bye
64 M83740 津幡ジュニア  松根 拓希 [2]

Round 2

 川西 飛生 [1]
 #1: 
 小波 久斗
 #2: 
 松下 大斗
 #3: 6-0 
 打田 和寛 [16]
 #4: 
 高島 昊雅 [11]
 #5: 
 亀田 侑生
 #6: 
 表 蒼史
 #7: 
 奥村 玲央 [7]
 #8: 
 小野 達史 [4]
 #9: 
 神尾 勘太
 #10: 
 北川 周
 #11: 
 市川 未來 [14]
 #12: 
 竹内 暖雅 [10]
 #13: 
 下内 勇人
 #14: 
 小谷 海晴
 #15: 
 中森 太一 [8]
 #16: 
 田上 櫂斗 [6]
 #17: 
 石井 瑛士
 #18: 
 小坂 響来
 #19: 
 北村 湧磨 [12]
 #20: 
 赤羽根 遼真 [13]
 #21: 
 瓜 悠真
 #22: 
 木村 駈
 #23: 
 宮岸 亮太朗 [3]
 #24: 
 宮前 雄也 [5]
 #25: 
 山崎 壮大
 #26: 
 山本 光太朗
 #27: 
 清水端 海音 [9]
 #28: 
 泉 航太 [15]
 #29: 
 小西 健太
 #30: 
 関野 渡
 #31: 6-4 
 松根 拓希 [2]
 #32: 

Round 3

 川西 飛生 [1]
 #33: 6-0 

 松下 大斗
 #34: 6-3 

 高島 昊雅 [11]
 #35: 6-3 

 奥村 玲央 [7]
 #36: 6-0 

 小野 達史 [4]
 #37: 6-0 

 市川 未來 [14]
 #38: 6-0 

 竹内 暖雅 [10]
 #39: 6-0 

 中森 太一 [8]
 #40: 6-3 

 田上 櫂斗 [6]
 #41: 6-2 

 小坂 響来
 #42: 6-3 

 赤羽根 遼真 [13]
 #43: w.o.

 木村 駈
 #44: w.o.

 宮前 雄也 [5]
 #45: 6-0 

 清水端 海音 [9]
 #46: 6-1 

 泉 航太 [15]
 #47: 6-1 

 松根 拓希 [2]
 #48: 6-0 

Quarterfinals

 川西 飛生 [1]
 #49: 6-1 

 奥村 玲央 [7]
 #50: 6-0 

 小野 達史 [4]
 #51: 6-3 

 竹内 暖雅 [10]
 #52: 7-5 

 田上 櫂斗 [6]
 #53: 6-0 

 赤羽根 遼真 [13]
 #54: 6-4 

 宮前 雄也 [5]
 #55: 6-4 

 松根 拓希 [2]
 #56: 6-1 

Semifinals

 川西 飛生 [1]
 #57: 6-2 

 竹内 暖雅 [10]
 #58: 6-3 

 田上 櫂斗 [6]
 #59: 6-3 

 松根 拓希 [2]
 #60: 6-3 

Final

 川西 飛生 [1]
 #61: 6-1 

 松根 拓希 [2]
 #62: 6-1 

 川西 飛生 [1]
 #63: 6-3 

# シード選手

1 川西 飛生
2 松根 拓希
3 宮岸 亮太朗
4 小野 達史
5 宮前 雄也
6 田上 櫂斗
7 奥村 玲央
8 中森 太一

9 清水端 海音
10 竹内 暖雅
11 高島 昊雅
12 北村 湧磨
13 赤羽根 遼真
14 市川 未來
15 泉 航太
16 打田 和寛

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名
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選手登録番号 所属団体 Round 1

1 F141499 ATS  北村 海遥 [1]

2  Bye

3 F84000 志賀ジュニアTC  矢田 絢音

4 F141569 SUMMIT  前田 梓菜

5  Bye

6 F161435 team s.s.t.c  奥 千春

7  Bye

8 F83966 小松ジュニアTC  岩倉 李旺 [8]

9 F83979 ショットJr  寺田 伊織 [3]

10  Bye

11 F141108 ショットJr  井波 梅

12  Bye

13  Bye

14 F141604 津幡ジュニア  水越 果歩

15  Bye

16 F84081 山中ジュニア  坂本 真緒 [7]

17 F84033 Y'sJr  中野 真佑 [6]

18  Bye

19 F159406 ショットJr  西尾 らら

20  Bye

21  Bye

22 F84082 山中ジュニア  上山 蒼生

23  Bye

24 F83999 志賀ジュニアTC  西村 莉依 [4]

25 F83982 ショットJr  太田 光虹 [5]

26  Bye

27 F161433 team s.s.t.c  玉野 結菜

28  Bye

29  Bye

30 F161434 team s.s.t.c  角戸 花奏

31  Bye

32 F83980 ショットJr  大積 綾乃 [2]

Round 2

 北村 海遥 [1]
 #1: 

 矢田 絢音
 #2: 6-1 

 奥 千春
 #3: 

 岩倉 李旺 [8]
 #4: 

 寺田 伊織 [3]
 #5: 

 井波 梅
 #6: 

 水越 果歩
 #7: 

 坂本 真緒 [7]
 #8: 

 中野 真佑 [6]
 #9: 

 西尾 らら
 #10: 

 上山 蒼生
 #11: 

 西村 莉依 [4]
 #12: 

 太田 光虹 [5]
 #13: 

 玉野 結菜
 #14: 

 角戸 花奏
 #15: 

 大積 綾乃 [2]
 #16: 

Quarterfinals

 北村 海遥 [1]
 #17: 6-1 

 岩倉 李旺 [8]
 #18: 6-0 

 寺田 伊織 [3]
 #19: 6-2 

 坂本 真緒 [7]
 #20: 6-2 

 中野 真佑 [6]
 #21: w.o.

 西村 莉依 [4]
 #22: 6-0 

 太田 光虹 [5]
 #23: 6-0 

 大積 綾乃 [2]
 #24: w.o.

Semifinals

 北村 海遥 [1]
 #25: 6-0 

 寺田 伊織 [3]
 #26: 6-3 

 西村 莉依 [4]
 #27: 6-2 

 太田 光虹 [5]
 #28: 6-2 

Final

 北村 海遥 [1]
 #29: 6-0 

 西村 莉依 [4]
 #30: 6-2 

 北村 海遥 [1]
 #31: 6-4 

# シード選手

1 北村 海遥
2 大積 綾乃
3 寺田 伊織
4 西村 莉依
5 太田 光虹
6 中野 真佑
7 坂本 真緒
8 岩倉 李旺

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 


