
2018 DUNLOP SRIXSON CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権九州地域予選大会
14BS
日付

09 - 12 2 2018
郡市区町村 Website

印刷済: 2018/02/12 11:43:58
所属団体 郡市町村 Round 1

1 ﾄﾞﾘｰﾑTS 福岡 大野 琢実  [1]

2 日向学院中 宮崎 髙妻 蘭丸

3 ｱﾘﾑﾗTA 鹿児島 本薗 慶人

4 ﾋﾟﾝ･ﾊﾌﾞ 沖縄 荻堂 公史郎

5 大原TC 福岡 黒田 雅貴

6 ﾗﾌ 大分 前田 優 [10]

7 DIVO熊本 熊本 藤田 卓也

8 佐賀GTC 佐賀 俵 久倖  [7]

9 ｱﾘﾑﾗTA 鹿児島 永村 優翔  [4]

10 風Jr 長崎 中原 健士郎

11 ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 福岡 今村 匡斗士

12 佐賀GTC 佐賀 橋本 壮生

13 ﾄﾞﾘｰﾑTS 福岡 谷口 賢祐

14 ｼｰｶﾞｲｱJr 宮崎 大岐 優斗  [11]

15 ﾗﾌ 大分 髙田 快

16 ﾃﾆｽDIVO 福岡 花田 海翔  [6]

17 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙTC 福岡 美野田 和輝  [8]

18 ﾁｬﾚﾝｼﾞ 沖縄 谷口 結風

19 佐賀GTC 佐賀 三溝 真人  [12]

20 ﾗ･ｻｰﾙ中 鹿児島 南 大二朗

21 筑紫野LTC 福岡 矢野 晴琉

22 ｼｰｶﾞｲｱJr 宮崎 宮本 卓実

23 ﾙｰｾﾝﾄTA熊本 熊本 坂本 日色

24 福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 福岡 齋藤 樹市  [3]

25 ﾗﾌ 大分 正木 康喜  [5]

26 折尾愛真中 福岡 堤 優希

27 Mﾃﾆｽ 鹿児島 餅原 毅 [9]

28 筑紫野LTC 福岡 伊藤 飛翔

29 Gen TS 沖縄 我謝 慎

30 長崎ｾﾞﾛｯｸｽTC 長崎 福森 功一郎

31 FTC 佐賀 岡本 宗磨

32 北九州ｳｴｽﾄ 福岡 大神 照太  [2]

Round 2

大野 琢実  [1]
 7-5 4-6 6-3 

荻堂 公史郎

 3-6 6-3 6-4 

前田 優  [10]
 5-7 6-1 6-0 

俵 久倖  [7]
 6-3 6-2 

永村 優翔  [4]
 7-5 6-2 

今村 匡斗士

 6-3 6-4 

大岐 優斗  [11]
 6-3 6-1 

花田 海翔  [6]
 7-5 6-1 

美野田 和輝  [8]
 7-6(5) 6-3 

三溝 真人  [12]
 6-3 6-4 

宮本 卓実

 6-3 6-1 

坂本 日色

 7-6(5) 6-7(3) 6-2 

正木 康喜  [5]
 6-2 6-0 

餅原 毅  [9]
 6-2 4-6 6-4 

我謝 慎

 5-7 6-4 6-3 

大神 照太  [2]
 6-1 6-0 

Quarterfinals

大野 琢実  [1]
 6-0 6-2 

前田 優 [10]
 6-2 6-1 

今村 匡斗士

 7-5 4-6 7-6(2) 

花田 海翔  [6]
 6-3 3-6 6-2 

三溝 真人  [12]
 7-5 6-2 

坂本 日色

 6-0 6-4 

正木 康喜  [5]
 6-1 6-2 

大神 照太  [2]
 6-2 6-4 

Semifinals

前田 優  [10]
 4-6 6-4 6-4 

花田 海翔  [6]
 4-6 6-3 6-1 

坂本 日色

 6-7(2) 6-3 6-3 

正木 康喜  [5]
 6-3 1-6 6-4 

花田 海翔  [6]順位  3-4

正木 康喜  [5]

Final

前田 優  [10]
 6-0 6-2 

坂本 日色

 6-2 2-6 6-4 

花田 海翔  [6]
 6-2 7-5 

前田 優  [10]
 6-4 6-1 

# シード選手

1 大野 琢実

2 大神 照太

3 齋藤 樹市

4 永村 優翔

5 正木 康喜

6 花田 海翔

7 俵 久倖

8 美野田 和輝

9 餅原 毅

10 前田 優

11 大岐 優斗

12 三溝 真人

# 補欠 Replacing
1 矢野 晴琉

2 岩男 宗汰

ドロー日時  09 1 2018 19:03 
 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名



2018 DUNLOP SRIXSON CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権九州地域予選大会
14BS - 順位 5-8
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Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

大野 琢実  [1]順位  5-8

今村 匡斗士

三溝 真人  [12]

大神 照太  [2]

Final

大野 琢実  [1]
 6-4 6-2 

大神 照太  [2]
 6-4 4-6 6-3 

今村 匡斗士順位  7-8

三溝 真人  [12]

勝者

大野 琢実  [1]
 6-4 7-6(3) 

三溝 真人  [12]
 6-2 6-2 

# シード選手

1 大野 琢実

2 大神 照太

3 齋藤 樹市

4 永村 優翔

5 正木 康喜

6 花田 海翔

7 俵 久倖

8 美野田 和輝

9 餅原 毅

10 前田 優

11 大岐 優斗

12 三溝 真人

# 補欠 Replacing
1 矢野 晴琉

2 岩男 宗汰

ドロー日時  09 1 2018 19:03 
 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名


