
2021１年生大会Aトーナメント
男子シングルス

日付

02 - 04 8 2021
郡市区町村 Website

印刷済: 2021/08/03 11:48:54
所属団体 Round 1

1 (錦　丘)  竹内 悠 [1]

2  Bye 1

3 (県立工)  中出 獅音

4 (石高専)  大脊戸 裕大

5 (錦　丘)  中村 巧史朗

6 (小　松)  方橋 奏人

7 (伏　見)  吉本 颯太

8 (二　水)  矢原 明弥 [8]

9 (県立工)  寺西 晴季 [3]

10 (石高専)  林 宏太郎

11 (金市工)  丸山 勇

12 (小　松)  福田 瑛規

13 (二　水)  河合 新太郎

14 (金大附)  早稲田 夏生

15 (星　稜)  梅津 侑真

16 (錦　丘)  永井 晃太郎 [6]

17 (錦　丘)  池内 颯希 [5]

18 (金市工)  橋 浩斗

19 (二　水)  成瀬 祥太郎

20 (龍　谷)  権野 博也

21 (金　沢)  野村 怜矢

22 (小　松)  中井 達也

23 (県立工)  中嶋 時代

24 (泉　丘)  五十嵐 亮輔 [4]

25 (二　水)  前川 瑞樹 [7]

26 (石高専)  番匠 智哉

27 (錦　丘)  涌田 敦士

28 (小　松)  鈴木 彪斗

29 (金大附)  中村 亮太

30 (県立工)  友定 潤希

31  Bye 2

32 (錦　丘)  辻本 陽敬 [2]

Round 2

 竹内 悠 [1]
 

 中出 獅音
 6-2 

 中村 巧史朗
 w.o.

 矢原 明弥 [8]
 6-0 

 寺西 晴季 [3]
 6-0 

 丸山 勇
 6-1 

 早稲田 夏生
 6-1 

 永井 晃太郎 [6]
 6-4 

 池内 颯希 [5]
 6-0 

 成瀬 祥太郎
 6-2 

 野村 怜矢
 6-0 

 五十嵐 亮輔 [4]
 6-1 

 前川 瑞樹 [7]
 6-0 

 涌田 敦士
 7-5 

 中村 亮太
 6-2 

 辻本 陽敬 [2]
 

Quarterfinals

 竹内 悠 [1]
 6-0 

 矢原 明弥 [8]
 6-1 

 寺西 晴季 [3]
 6-1 

 永井 晃太郎 [6]
 6-2 

 成瀬 祥太郎
 6-3 

 五十嵐 亮輔 [4]
 6-3 

 前川 瑞樹 [7]
 6-1 

 辻本 陽敬 [2]
 6-0 

Semifinals

 竹内 悠 [1]
 6-4 

 寺西 晴季 [3]
 3-2 Ret.

 成瀬 祥太郎
 6-3 

 辻本 陽敬 [2]
 6-3 

Final

 竹内 悠 [1]
 7-5 

 辻本 陽敬 [2]
 w.o.

 竹内 悠 [1]
 6-2 



2021１年生大会Aトーナメント
女子シングルス

日付

02 - 04 8 2021
郡市区町村 Website

印刷済: 2021/08/03 11:48:54
所属団体 Round 1

1 (金　沢)  三原 光玖 [1]

2  Bye 1

3 （二　水）  忠地 美帆子

4 (小　松)  北山 結

5 (星　稜)  林 優実奈 [3]

6 (北陸学)  伊藤 璃子

7 (龍　谷)  藤 衣舞姫

8 (金　沢)  津田 凜

9 （二　水）  天日 彩乃

10 (金　沢)  大澤 仁唯奈

11 (龍　谷)  吉田 佳乃

12 (鵬学園)  高嶋 夕莉 [4]

13 (桜　丘)  田中 穂乃花

14 (金沢商)  能坂 あい

15 (金　沢)  竹田 愛夏

16 (北陸学)  前田 柚葉 [2]

Quarterfinals

 三原 光玖 [1]
 

 北山 結
 6-0 

 林 優実奈 [3]
 6-3 

 津田 凜
 6-3 

 天日 彩乃
 6-4 

 高嶋 夕莉 [4]
 6-0 

 田中 穂乃花
 w.o.

 前田 柚葉 [2]
 6-4 

Semifinals

 三原 光玖 [1]
 6-3 

 林 優実奈 [3]
 6-0 

 高嶋 夕莉 [4]
 6-1 

 前田 柚葉 [2]
 6-0 

Final

 三原 光玖 [1]
 7-6(2) 

 前田 柚葉 [2]
 6-1 

勝者

 三原 光玖 [1]
 7-5 


