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選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

     

1 M142195   センティア 宮崎 凰雅 [1]  

     宮崎 凰雅 [1]

2     Bye   

      宮崎 凰雅 [1]

3 M142185   JSS富山 勝田　 陽人  6-1

     勝田　 陽人  

4 M167112   大林TS 銅 大空 6-0  

      宮崎 凰雅 [1]

5 M161480   魚津市ＴＡ 柳原 大輝  6-0

     野崎 大吾  

6 M142181   TCﾛｺﾓｰｼｮﾝ 野崎 大吾 6-1  

      山崎 陽生 [13]

7 M179340   JSS富山 竹林 弘太朗  6-4

     山崎 陽生 [13]  

8 M141777   大林TS 山崎 陽生 [13] 6-0  

      宮崎 凰雅 [1]

9 M141759   大林TS 原田 瞭平 [10]  6-1

     原田 瞭平 [10]  

10 M142178   センティア 釜谷 充希 6-0  

      原田 瞭平 [10]

11 M141768   JSS富山 吉田 信  6-1

     吉田 信  

12 M141755   魚津市TA 山田 結斗 w.o.  

      原田 瞭平 [10]

13 M141779   大林TS 日比野 匠  6-0

     八木 碧生  

14 M81809   センティア 八木 碧生 6-4  

      八木 碧生

15 M141773   大林TS 鈴木 優央  6-3

     井村 翔真 [6]  

16 Ｍ161475   魚津市ＴＡ 井村 翔真 [6] 6-2  

      宮崎 凰雅 [1]

17 M81760   富山中部高校 張田 陽生 [3]  6-2

     張田 陽生 [3]  

18     Bye   

      張田 陽生 [3]

19 M178389   舟橋中学校 萩原 快翔  6-0

     萩原 快翔  

20 M161450   Ｚ-Ⅱ 中川 蒼琉 6-4  

      張田 陽生 [3]

21 M177746   新庄中学校 高橋 伸瑠  6-0

     吉田 一吹  

22 M160946   上市中学校 吉田 一吹 6-1  

      齊藤 圭汰 [15]

23 M161672   こみゅてに 幸村 颯太  7-5

     齊藤 圭汰 [15]  

24 M142192   Z-Ⅱ 齊藤 圭汰 [15] 6-0  

      張田 陽生 [3]

25 M81724   大林TS 布村 旺志朗 [12]  6-1

     布村 旺志朗 [12]  

26 M142175   JSS富山 草東 七施 6-0  

      布村 旺志朗 [12]

27 M160928   舟橋中学校 登藤 蒼生  7-5

     髙林 直偉人  

28 M142188   大林TS 髙林 直偉人 6-0  

      布村 旺志朗 [12]

29 M141756   大林TS 道岸 優太  6-4

     道岸 優太  

30 M178390   舟橋中学校 松澤 奏都 6-0  

      道岸 優太

31 M142204   富山北部中学校 伊野 裕聖  7-6(5)

     奥村 風夢 [8]  

32 M81748   Z-Ⅱ 奥村 風夢 [8] 6-3  

      宮崎 凰雅 [1]

33 M142170   Z-Ⅱ 南 陽音 [5]  6-1

     南 陽音 [5]  

34 M141770   大林TS 佐賀 勇威 6-1  

      南 陽音 [5]

35 M142190   TCロコモーショ 石井 英吉  6-0

     石井 英吉  

36 M172174   センティア 田中 敬惺 w.o.  

      小野 陽杜 [11]

37 M161476   魚津市ＴＡ 牧野 宏倖  6-0

     牧野 宏倖  

38 M179339   JSS富山 里村 昂暉 6-0  

      小野 陽杜 [11]

39 M141783   舟橋中学校 山口 琥大  6-3

     小野 陽杜 [11]  

40 M141762   大林TS 小野 陽杜 [11] 6-2  

      小野 陽杜 [11]

41 M141764   大林TS 山岸 修輔 [14]  6-1

     山岸 修輔 [14]  

42    エアーズ 安藤 涼太 6-1  

      山岸 修輔 [14]

43 M178332   JSS富山 沼 稀仁  6-1

     東 蒼人  

44 M141784   大林TS 東 蒼人 7-5  

      竹内 陽斗 [4]

45 M161481   魚津市ＴＡ 植木 研吾  6-1

     伊野 輝龍  

46 M160932   針原小学校 伊野 輝龍 6-2  

      竹内 陽斗 [4]

47 M16147   魚津市ＴＡ 森内 史杜  6-0

     竹内 陽斗 [4]  

48 M81715   大林TS 竹内 陽斗 [4] 6-0  

      岩崎 温生 [2]

49 M142172   松倉塾 茂住 隼矢 [7]  6-3

     茂住 隼矢 [7]  

50 M141761   大林TS 原田 鉄平 6-1  

      茂住 隼矢 [7]

51    エアーズ 安藤 颯太  6-2

     若尾 一輝  

52 M160942   こみゅてに 若尾 一輝 6-2  

      原田 駿平 [9]

53 M81690   大林TS 町田 陵太朗  6-4

     町田 陵太朗  

54    呉羽中学校 稲林 直人 6-0  

      原田 駿平 [9]

55 M167114   センティア 岩崎 泰知  6-1

     原田 駿平 [9]  

56 M141760   大林TS 原田 駿平 [9] 6-1  

      岩崎 温生 [2]

57 M81613   大林TS 新村 快心 [16]  6-2

     新村 快心 [16]  

58 M172179   上市中学校 小幡 海翔 6-0  

      西村 理立

59 M161478   魚津市ＴＡ 植木 巧磨  6-3

     西村 理立  

60 M141769   大林TS 西村 理立 6-1  

      岩崎 温生 [2]

61 M81766   Z-Ⅱ 黒瀬 創太  6-0

     黒瀬 創太  

62    呉羽中学校 佐々木 蓮 6-0  

      岩崎 温生 [2]

63     Bye  6-0

     岩崎 温生 [2]  

64 M81783   大林TS 岩崎 温生 [2]  

      

    順位  3-4 張田 陽生 [3]  

     張田 陽生 [3]

    小野 陽杜 [11] 5-6 Ret.
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    順位  5-8 原田 瞭平 [10]  

     原田 瞭平 [10]

    布村 旺志朗 [12] 6-3  

      竹内 陽斗 [4]

    竹内 陽斗 [4]  6-3

     竹内 陽斗 [4]  

    原田 駿平 [9] 6-4

     

    順位  7-8 布村 旺志朗 [12]  

     原田 駿平 [9]

    原田 駿平 [9] 6-3
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1 F81810   大林TS 瀬戸 祐希奈 [1]  

     瀬戸 祐希奈 [1]

2     Bye   

      瀬戸 祐希奈 [1]

3 F172183   上市中学校 久保 雫  6-0

     久保 雫  

4     Bye   

      瀬戸 祐希奈 [1]

5 F172184   上市中学校 早瀬 うらら  6-0

     松嶋 綺羅  

6    呉羽中学校 松嶋 綺羅 7-6(5)  

      奥野 愛望 [13]

7     Bye  6-2

     奥野 愛望 [13]  

8 F160943   こみゅてに 奥野 愛望 [13]   

      瀬戸 祐希奈 [1]

9 F81794   大林TS 西村 優奈 [11]  6-0

     西村 優奈 [11]  

10     Bye   

      種昂 しのぶ

11 F161452   Z-Ⅱ 齊藤 月泉  6-2

     種昂 しのぶ  

12 F172182   上市中学校 種昂 しのぶ 6-2  

      大﨑 理湖 [8]

13     Bye  6-2

     若尾 梨々花  

14 F160941   こみゅてに 若尾 梨々花   

      大﨑 理湖 [8]

15     Bye  6-0

     大﨑 理湖 [8]  

16 F142179   センティア 大﨑 理湖 [8]   

      瀬戸 祐希奈 [1]

17 F141766   大林TS 上田 晴菜 [3]  6-2

     上田 晴菜 [3]  

18     Bye   

      上田 晴菜 [3]

19    呉羽中学校 菅谷 結菜  6-0

     菅谷 結菜  

20     Bye   

      上田 晴菜 [3]

21    呉羽中学校 廣田 彩菜  6-0

     廣田 彩菜  

22 F160933   こみゅてに 網本 旬花 6-3  

      三輪 凛 [14]

23     Bye  6-1

     三輪 凛 [14]  

24 F161473   ＪＳＳ富山 三輪 凛 [14]   

      上田 晴菜 [3]

25 F142212   センティア 宮腰 咲希 [9]  6-3

     宮腰 咲希 [9]  

26     Bye   

      宮腰 咲希 [9]

27    呉羽中学校 山崎 みゆき  6-1

     山崎 みゆき  

28     Bye   

      草東 芭奈 [5]

29     Bye  7-5

     木下 美成  

30    呉羽中学校 木下 美成   

      草東 芭奈 [5]

31     Bye  6-0

     草東 芭奈 [5]  

32 F142173   JSS富山 草東 芭奈 [5]   

      瀬戸 祐希奈 [1]

33 F141757   大林TS 瀬知 いずみ [7]  6-0

     瀬知 いずみ [7]  

34     Bye   

      瀬知 いずみ [7]

35    呉羽中学校 山森 奏和  6-0

     山森 奏和  

36     Bye   

      瀬知 いずみ [7]

37 F172733   Team wish 深浦 李心  6-1

     深浦 李心  

38 F161483   Z-Ⅱ 杉森 彩沙夏 7-5  

      幸村 彩永 [12]

39     Bye  6-3

     幸村 彩永 [12]  

40 F161670   こみゅてに 幸村 彩永 [12]   

      吉江 優楽 [4]

41 F161482   Z-Ⅱ 森田 愛久 [15]  6-4

     森田 愛久 [15]  

42     Bye   

      大毛利 花凛

43 F178385   舟橋中学校 大毛利 花凛  6-2

     大毛利 花凛  

44     Bye   

      吉江 優楽 [4]

45    呉羽中学校 岡本 ひなの  6-0

     岡本 ひなの  

46 F172181   上市中学校 土肥 千織 6-4  

      吉江 優楽 [4]

47     Bye  6-0

     吉江 優楽 [4]  

48 F81740   センティア 吉江 優楽 [4]   

      安養 侑歩 [2]

49 F81772   ＪＳＳ富山 伊藤 千遥 [6]  6-2

     伊藤 千遥 [6]  

50     Bye   

      伊藤 千遥 [6]

51 F172185   上市中学校 飛弾 和香  6-0

     飛弾 和香  

52     Bye   

      伊藤 千遥 [6]

53 F142191   こみゅてに 奥野 叶望  6-0

     奥野 叶望  

54    呉羽中学校 柴田 奈々 6-3  

      釜谷 美咲希 [10]

55     Bye  6-4

     釜谷 美咲希 [10]  

56 F142180   センティア 釜谷 美咲希 [10]   

      安養 侑歩 [2]

57 F141763   富山中部高校 河岸 桜子 [16]  6-3

     河岸 桜子 [16]  

58     Bye   

      河岸 桜子 [16]

59 F172173   舟橋中学校 大井 春佳  6-2

     大井 春佳  

60     Bye   

      安養 侑歩 [2]

61 F172176   センティア 吉田 釉菜  6-0

     大久保 琳佳  

62 F172180   上市中学校 大久保 琳佳 7-5  

      安養 侑歩 [2]

63     Bye  6-0

     安養 侑歩 [2]  

64 F81735   センティア 安養 侑歩 [2]  

      

    順位  3-4 上田 晴菜 [3]  

     上田 晴菜 [3]

    吉江 優楽 [4] 6-2
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    順位  5-8 大﨑 理湖 [8]  

     草東 芭奈 [5]

    草東 芭奈 [5] 6-2  

      伊藤 千遥 [6]

    瀬知 いずみ [7]  6-0

     伊藤 千遥 [6]  

    伊藤 千遥 [6] 6-0

     

    順位  7-8 大﨑 理湖 [8]  

     瀬知 いずみ [7]

    瀬知 いずみ [7] 6-0
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M141762   大林TS 小野 陽杜 [1]

1 M81760   富山中部高校 張田 陽生 小野 陽杜 [1]

     張田 陽生

2     Bye  小野 陽杜 [1]

M142185   JSS富山 勝田　 陽人  張田 陽生

3 M142193   Z-Ⅱ 齊藤 秀哉 勝田　 陽人 6-0

     齊藤 秀哉  

4     Bye  小野 陽杜 [1]

      張田 陽生

5     Bye 古川 翔大 6-2

   呉羽中学校 古川 翔大 畠山 義之進  

6    呉羽中学校 畠山 義之進  原田 駿平 [5]

      新村 快心

7     Bye 原田 駿平 [5] 7-5

M141760   大林TS 原田 駿平 [5] 新村 快心  

8 M81613   大林TS 新村 快心  小野 陽杜 [1]

Ｍ161475   魚津市ＴＡ 井村 翔真 [3]  張田 陽生

9 M81809   センティア 八木 碧生 井村 翔真 [3] 6-2

     八木 碧生  

10     Bye  井村 翔真 [3]

M141755   魚津市TA 山田 結斗  八木 碧生

11 M81690   大林TS 町田 陵太朗 山田 結斗 6-2

M141783   舟橋中学校 山口 琥大 町田 陵太朗  

12 M178384   舟橋中学校 能登 恭平 6-1 井村 翔真 [3]

      八木 碧生

13     Bye 石井 英吉 6-4

M142190   TCロコモーション 石井 英吉 鈴木 優央  

14 M141773   大林TS 鈴木 優央  原田 瞭平 [6]

      道岸 優太

15     Bye 原田 瞭平 [6] 6-0

M141759   大林TS 原田 瞭平 [6] 道岸 優太  

16 M141756   大林TS 道岸 優太  小野 陽杜 [1]

M160946   上市中学校 吉田 一吹 [7]  張田 陽生

17 M142192   Z-Ⅱ 齊藤 圭汰 吉田 一吹 [7] 6-3

     齊藤 圭汰  

18     Bye  吉田 一吹 [7]

   呉羽中学校 土田 睡蓮  齊藤 圭汰

19    呉羽中学校 稲林 直人 土田 睡蓮 6-3

     稲林 直人  

20     Bye  吉田 一吹 [7]

      齊藤 圭汰

21     Bye 野崎 大吾 6-0

M142181   TCﾛｺﾓｰｼｮﾝ 野崎 大吾 黒瀬 創太  

22 M81766   Z-Ⅱ 黒瀬 創太  山崎 陽生 [4]

      布村 旺志朗

23     Bye 山崎 陽生 [4] 6-2

M141777   大林TS 山崎 陽生 [4] 布村 旺志朗  

24 M81724   大林TS 布村 旺志朗  奥村 風夢 [2]

M142204   富山北部中学校 伊野 裕聖 [8]  茂住 隼矢

25 M141764   大林TS 山岸 修輔 伊野 裕聖 [8] 6-0

     山岸 修輔  

26     Bye  伊野 裕聖 [8]

M160928   舟橋中学校 登藤 蒼生  山岸 修輔

27 M178389   舟橋中学校 萩原 快翔 登藤 蒼生 6-1

     萩原 快翔  

28     Bye  奥村 風夢 [2]

   呉羽中学校 加田 篤志  茂住 隼矢

29    呉羽中学校 老月 鴻介 原田 鉄平 6-1

M141761   大林TS 原田 鉄平 髙林 直偉人  

30 M142188   大林TS 髙林 直偉人 6-3 奥村 風夢 [2]

      茂住 隼矢

31     Bye 奥村 風夢 [2] 6-0

M81748   Z-Ⅱ 奥村 風夢 [2] 茂住 隼矢  

32 M142172   松倉塾 茂住 隼矢  

     井村 翔真 [3]

    順位 3-4 八木 碧生 井村 翔真 [3]

    吉田 一吹 [7] 八木 碧生

    齊藤 圭汰 6-0

     

    

BD 15 - 順位 5-8
選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    原田 駿平 [5]

    順位 5-8 新村 快心 原田 駿平 [5]

    原田 瞭平 [6] 新村 快心

    道岸 優太 7-6(8) 原田 駿平 [5]

    山崎 陽生 [4]  新村 快心

    布村 旺志朗 伊野 裕聖 [8] 6-1

    伊野 裕聖 [8] 山岸 修輔  

    山岸 修輔 6-3

    

 

原田 瞭平 [6]

    順位 7-8 道岸 優太 山崎 陽生 [4]

    山崎 陽生 [4] 布村 旺志朗

    布村 旺志朗 6-2
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F81735   センティア 安養 侑歩 [1]

1 F81810   大林TS 瀬戸 祐希奈 安養 侑歩 [1]

     瀬戸 祐希奈

2     Bye  安養 侑歩 [1]

F172173   舟橋中学校 大井 春佳  瀬戸 祐希奈

3 F178386   舟橋中学校 寺島 美矢子 岡本 ひなの 6-0

   呉羽中学校 岡本 ひなの 柴田 奈々  

4    呉羽中学校 柴田 奈々 6-2 安養 侑歩 [1]

F172183   上市中学校 久保 雫  瀬戸 祐希奈

5 F172180   上市中学校 大久保 琳佳 奥野 愛望 6-0

F160943   こみゅてに 奥野 愛望 若尾 梨々花  

6 F160941   こみゅてに 若尾 梨々花 7-6(6) 奥野 愛望

      若尾 梨々花

7     Bye 河岸 桜子 [6] 7-5

F141763   富山中部高校 河岸 桜子 [6] 西村 優奈  

8 F81794   大林TS 西村 優奈  安養 侑歩 [1]

F141757   大林TS 瀬知 いずみ [3]  瀬戸 祐希奈

9 F142173   JSS富山 草東 芭奈 瀬知 いずみ [3] 6-0

     草東 芭奈  

10     Bye  瀬知 いずみ [3]

F161454   Z-Ⅱ 伊藤 叶  草東 芭奈

11 F161453   Z-Ⅱ 齊藤 颯花 土肥 千織 6-1

F172181   上市中学校 土肥 千織 早瀬 うらら  

12 F172184   上市中学校 早瀬 うらら 6-2 瀬知 いずみ [3]

      草東 芭奈

13     Bye 城石 悠那 6-1

   呉羽中学校 城石 悠那 広野 玲良  

14    呉羽中学校 広野 玲良  杉森 彩沙夏 [7]

      森田 愛久

15     Bye 杉森 彩沙夏 [7] 6-2

F161483   Z-Ⅱ 杉森 彩沙夏 [7] 森田 愛久  

16 F161482   Z-Ⅱ 森田 愛久  安養 侑歩 [1]

F142191   こみゅてに 奥野 叶望 [5]  瀬戸 祐希奈

17 F161670   こみゅてに 幸村 彩永 奥野 叶望 [5] 6-0

     幸村 彩永  

18     Bye  奥野 叶望 [5]

   呉羽中学校 山森 奏和  幸村 彩永

19    呉羽中学校 松嶋 綺羅 山森 奏和 6-3

     松嶋 綺羅  

20     Bye  伊藤 千遥 [4]

   呉羽中学校 廣田 彩菜  大﨑 理湖

21    呉羽中学校 木下 美成 廣田 彩菜 6-3

F178385   舟橋中学校 大毛利 花凛 木下 美成  

22 F178387   舟橋中学校 栂 瀬織 w.o. 伊藤 千遥 [4]

      大﨑 理湖

23     Bye 伊藤 千遥 [4] 6-1

F81772   ＪＳＳ富山 伊藤 千遥 [4] 大﨑 理湖  

24 F142179   センティア 大﨑 理湖  上田 晴菜 [2]

F172176   センティア 吉田 釉菜  吉江 優楽

25 F160933   こみゅてに 網本 旬花 吉田 釉菜 6-3

     網本 旬花  

26     Bye  山崎 みゆき

F172182   上市中学校 種昂 しのぶ  菅谷 結菜

27 F172185   上市中学校 飛弾 和香 山崎 みゆき 6-0

   呉羽中学校 山崎 みゆき 菅谷 結菜  

28    呉羽中学校 菅谷 結菜 6-0 上田 晴菜 [2]

      吉江 優楽

29     Bye 深浦 李心 6-0

F172733   Team wish 深浦 李心 齊藤 月泉  

30 F161452   Z-Ⅱ 齊藤 月泉  上田 晴菜 [2]

      吉江 優楽

31     Bye 上田 晴菜 [2] 6-1

F141766   大林TS 上田 晴菜 [2] 吉江 優楽  

32 F81740   センティア 吉江 優楽  

     瀬知 いずみ [3]

    順位 3-4 草東 芭奈 伊藤 千遥 [4]

    伊藤 千遥 [4] 大﨑 理湖

    大﨑 理湖 7-6(3)

     

    

GD 15 - 順位 5-8
選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    奥野 愛望

    順位 5-8 若尾 梨々花 奥野 愛望

    杉森 彩沙夏 [7] 若尾 梨々花

    森田 愛久 6-2 山崎 みゆき

    奥野 叶望 [5]  菅谷 結菜

    幸村 彩永 山崎 みゆき 6-2

    山崎 みゆき 菅谷 結菜  

    菅谷 結菜 6-1

    

 

杉森 彩沙夏 [7]

    順位 7-8 森田 愛久 奥野 叶望 [5]

    奥野 叶望 [5] 幸村 彩永

    幸村 彩永 6-1

     

    



中牟田杯 入賞者の皆さん（ダブルス） 

2020.8.2   岩瀬スポーツ公園テニスコートにて 

 

 

 



中牟田杯 入賞者の皆さん 

2020.7.23   岩瀬スポーツ公園テニスコートにて 

 

 

 

 


