
2018毎日少年少女テニス選手権大会
13BS
日付

15 - 31 8 2018
郡市区町村 Website

印刷済: 2018/08/25 11:39:12
所属団体 郡市町村 Round 1

1 ﾗﾌ 大分 前田 優 [1]

2 ﾄﾞﾘｰﾑTS 福岡 福田 康太郎

3 風Jr 長崎 大坪 勇翔

4 福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 福岡 有田 陽葵

5 折尾愛真中 福岡 原中 優真

6 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙTC 福岡 沼口 昇永

7 ﾄﾞﾘｰﾑTS 福岡 上村 秀蔵

8 ﾙｰｾﾝﾄTA熊本 熊本 坂本 日色  [5]

9 ｼｰｶﾞｲｱTA 宮崎 大岐 優斗  [4]

10 ﾄﾞﾘｰﾑTS 福岡 石橋 侑依

11 ﾄﾞﾘｰﾑTS 福岡 中村 慧伍

12 ｼｰｶﾞｲｱTA 宮崎 服部 洸生

13 ﾃﾆｽﾈｯﾄかごしま 鹿児島 福島 玄輝

14 春日西TC 福岡 関根 大耀

15 ﾗﾌ 大分 井元 悠人

16 TIN 福岡 松永 朔太郎  [8]

17 福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 福岡 今里 伸希

18 ITS九州 福岡 河野 隼也

19 長崎J-Star TC 長崎 平山 寛汰

20 ﾁｬﾚﾝｼﾞ 沖縄 我謝 慎

21 筑紫野LTC 福岡 大野 孔雅

22 EARNEST TA 大分 糸永 龍矢

23 ﾋﾟﾝ･ﾊﾌﾞ 沖縄 金城 朝夢

24 日向学院中 宮崎 髙妻 蘭丸  [3]

25 福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 福岡 武藤 守生  [6]

26 ﾃﾆｽDIVO 福岡 渡邉 陽太

27 RKKﾙｰﾃﾞﾝｽTC 熊本 冨田 竜誠

28 ｽﾀｰ熊本庭球塾 熊本 久保 勇颯

29 ﾗﾌ 大分 松尾 匠翔

30 ﾛｲﾔﾙTE 沖縄 仲間 望

31 ﾗﾌ 大分 高橋 彪馬

32 ﾃﾆｽDIVO 福岡 花田 海翔  [2]

Round 2

前田 優  [1]
 6-0 6-0 

有田 陽葵

 6-0 6-2 

沼口 昇永

 6-3 6-0 

坂本 日色  [5]
 6-0 6-0 

大岐 優斗  [4]
 6-2 6-2 

中村 慧伍

 6-1 6-3 

関根 大耀

 6-0 6-0 

井元 悠人

 3-6 6-3 6-3 

河野 隼也

 6-1 6-1 

我謝 慎

 6-2 6-3 

糸永 龍矢

 6-4 6-4 

髙妻 蘭丸  [3]
 6-0 6-0 

武藤 守生  [6]
 6-7(4) 6-0 6-0 

冨田 竜誠

 6-1 6-3 

仲間 望

 6-2 3-6 6-0 

花田 海翔  [2]
 6-0 6-1 

Quarterfinals

前田 優 [1]
 6-1 6-0 

坂本 日色  [5]
 6-0 6-1 

大岐 優斗  [4]
 6-1 6-0 

関根 大耀

 6-4 6-1 

河野 隼也

 6-3 4-6 6-3 

髙妻 蘭丸  [3]
 7-5 6-2 

武藤 守生  [6]
 6-1 6-3 

花田 海翔  [2]
 6-0 6-3 

Semifinals

坂本 日色  [5]
 4-6 6-2 7-5 

大岐 優斗  [4]
 6-3 6-2 

髙妻 蘭丸  [3]
 6-3 6-2 

花田 海翔  [2]
 6-2 6-4 

大岐 優斗  [4]順位  3-4

髙妻 蘭丸  [3]

Final

坂本 日色  [5]
 4-6 6-3 6-3 

花田 海翔  [2]
 6-7(1) 7-6(4) 6-0 

大岐 優斗  [4]
 6-4 6-4 

坂本 日色  [5]
 6-1 4-1 Ret.

# シード選手

1 前田 優

2 花田 海翔

3 髙妻 蘭丸

4 大岐 優斗

5 坂本 日色

6 武藤 守生

7 浅田 紘輔

8 松永 朔太郎

# ラッキールーザー Replacing ドロー日時

 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名



2018毎日少年少女テニス選手権大会
13BS - 順位 5-8
日付

15 - 31 8 2018
郡市区町村 Website

印刷済: 2018/08/25 11:39:12
Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

前田 優  [1]順位  5-8

関根 大耀

河野 隼也

武藤 守生  [6]

Final

前田 優  [1]
 6-1 6-2 

武藤 守生  [6]
 6-3 6-3 

関根 大耀順位  7-8

河野 隼也

勝者

前田 優 [1]
 7-5 6-1 

河野 隼也

 4-6 6-4 6-1 

# シード選手

1 前田 優

2 花田 海翔

3 髙妻 蘭丸

4 大岐 優斗

5 坂本 日色

6 武藤 守生

7 浅田 紘輔

8 松永 朔太郎

# ラッキールーザー Replacing ドロー日時

 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名


