
2018_全日本ジュニア九州地域予選
12BS
日付

12 - 16 7 2018
郡市区町村 Website

印刷済: 2018/07/16 15:12:58
所属団体 郡市町村 Round 1

1 福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 福岡 武藤 守生  [1]

2 臼杵ｼﾞｭﾆｱ 大分 櫻木 大生

3 KTC 宮崎 井野 篤太朗

4 TCμ 沖縄 瀧口 悠

5 RKKﾙｰﾃﾞﾝｽTC 熊本 南 伊織

6 海の中道M&T 福岡 菊竹 烈

7 ITS九州Jr 佐賀 福永 真大

8 伊集院Jｸﾗﾌﾞ 鹿児島 鵜狩 良仁  [8]

9 TCμ 沖縄 宮里 琉星  [3]

10 RKKﾙｰﾃﾞﾝｽTC 熊本 西山 依吹

11 ﾄﾞﾘｰﾑTS 福岡 上村 秀蔵

12 ﾗﾌ 大分 松尾 匠翔

13 ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 福岡 山口 永徒

14 KTC 宮崎 湯谷 綸久

15 佐世保LTC 長崎 太田 周

16 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 福岡 吉武 真輝  [5]

17 ﾙｰｾﾝﾄTA熊本 熊本 佐藤 仁星  [7]

18 ｼｰｶﾞｲｱTA 宮崎 古川 蒼空

19 折尾愛真中 福岡 原中 優真

20 TSK 佐賀 松浦 圭祐

21 ｼｰｶﾞｲｱTA 宮崎 日髙 洋斗

22 ｳｪﾎﾞﾃﾆｽｽｸｰﾙ 大分 用正 泰雅

23 伊集院Jｸﾗﾌﾞ 鹿児島 笹川 祐輝

24 TIN 福岡 松永 朔太郎  [4]

25 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙTC 福岡 沼口 昇永  [6]

26 ﾃﾆｽﾈｯﾄかごしま 鹿児島 福島 玄輝

27 TCμ 沖縄 田口 慎太郎

28 福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 福岡 嶽村 柊太

29 ﾗﾌ 大分 高橋 彪馬

30 筑紫野LTC 福岡 大野 孔雅

31 長崎TLD 長崎 児島 龍太郎

32 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC 宮崎 浅田 紘輔  [2]

Round 2

武藤 守生  [1]
 6-0 6-0 

井野 篤太朗

 6-1 Ret.

菊竹 烈

 6-0 6-2 

鵜狩 良仁  [8]
 6-0 6-0 

宮里 琉星  [3]
 6-1 6-0 

上村 秀蔵

 7-6(4) 6-1 

湯谷 綸久

 6-2 7-5 

太田 周

 7-5 6-1 

佐藤 仁星  [7]
 6-1 6-2 

原中 優真

 6-1 6-2 

用正 泰雅

 6-3 4-6 7-6(4) 

松永 朔太郎  [4]
 6-2 6-3 

沼口 昇永  [6]
 6-1 6-2 

嶽村 柊太

 6-2 4-6 2-2 Ret.

高橋 彪馬

 6-0 6-1 

浅田 紘輔  [2]
 6-0 6-1 

Quarterfinals

武藤 守生  [1]
 6-0 6-0 

鵜狩 良仁  [8]
 5-7 6-3 6-1 

宮里 琉星  [3]
 6-0 6-0 

太田 周

 6-4 7-5 

原中 優真

 6-2 4-6 7-5 

松永 朔太郎 [4]
 6-4 6-1 

沼口 昇永  [6]
 6-1 6-1 

浅田 紘輔  [2]
 6-0 6-0 

Semifinals

武藤 守生  [1]
 6-3 6-1 

宮里 琉星  [3]
 6-1 3-6 6-3 

松永 朔太郎  [4]
 6-2 6-2 

浅田 紘輔  [2]
 6-1 6-0 

宮里 琉星  [3]順位  3-4

松永 朔太郎  [4]

Final

武藤 守生  [1]
 6-3 6-3 

浅田 紘輔  [2]
 6-1 6-0 

宮里 琉星  [3]
 6-2 6-4 

武藤 守生  [1]
 6-4 6-0 

# シード選手

1 武藤 守生

2 浅田 紘輔

3 宮里 琉星

4 松永 朔太郎

5 吉武 真輝

6 沼口 昇永

7 佐藤 仁星

8 鵜狩 良仁

# 補欠 Replacing
1 中林 宗一郎

2 油布 航

ドロー日時  10 6 2018 17:19 
 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名
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Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

鵜狩 良仁  [8]順位  5-8

太田 周

原中 優真

沼口 昇永  [6]

Final

太田 周

 6-0 6-2 

原中 優真

 0-6 6-1 6-4 

鵜狩 良仁  [8]順位  7-8

沼口 昇永  [6]

勝者

太田 周

 7-5 6-0 

沼口 昇永  [6]
 6-2 6-3 

# シード選手

1 武藤 守生

2 浅田 紘輔

3 宮里 琉星

4 松永 朔太郎

5 吉武 真輝

6 沼口 昇永

7 佐藤 仁星

8 鵜狩 良仁

# 補欠 Replacing
1 中林 宗一郎

2 油布 航

ドロー日時  10 6 2018 17:19 
 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名


