
[ジュニア_JOC選抜] 2022 JOC選抜室内富山県予選

男子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 M141762 富山第一 小野 陽杜 [1]  

   小野 陽杜 [1]
2   Bye   

    小野 陽杜 [1]
3 M141781 富山第一 秋田 脩吾  6-0

   森内 史杜  
4 M161477 富山中部 森内 史杜 6-4  

    小野 陽杜 [1]
5 M81613 大林TS 新村 快心  6-2

   新村 快心  
6 M141783 富山第一 山口 琥大 6-2  

    奥村  風夢 [7]
7   Bye  6-4

   奥村  風夢 [7]  
8 M81748 富山第一 奥村  風夢 [7]   

    小野 陽杜 [1]
9 M141764 富山国際 山岸 修輔 [4]  6-1

   山岸 修輔 [4]  
10   Bye   

    山岸 修輔 [4]
11 M142190 TCロコモーション 石井 英吉  6-0

   石井 英吉  
12 M172179 富山第一 小幡 海翔 7-5  

    南 陽音 [5]
13 M179979 富山第一 石田 陽向  6-4

   八木 碧生  
14 M81809 富山中部 八木 碧生 6-3  

    南 陽音 [5]
15   Bye  7-6(6)

   南 陽音 [5]  
16 M142170 富山東 南 陽音 [5]   

    小野 陽杜 [1]
17 M142181 富山第一 野崎 大吾 [8]  7-5

   野崎 大吾 [8]  
18 M178389 富山第一 萩原 快翔 6-3  

    野崎 大吾 [8]
19 M160942 富山第一 若尾 一輝  6-2

   若尾 一輝  
20 M141756 大林TS 道岸 優太 6-3  

    竹内 陽斗 [3]
21 M141770 富山国際 佐賀 勇威  6-3

   佐賀 勇威  
22 M178390 富山第一 松沢 奏都 6-2  

    竹内 陽斗 [3]
23   Bye  6-3

   竹内 陽斗 [3]  
24 M81715 富山中部 竹内 陽斗 [3]   

    牧野 宏倖 [6]
25 M161476 富山第一 牧野 宏倖 [6]  6-3

   牧野 宏倖 [6]  
26   Bye   

    牧野 宏倖 [6]
27 M81724 大林TS 布村 旺志朗  6-3

   布村 旺志朗  
28 M142204 富山第一 伊野 裕聖 6-0  

    牧野 宏倖 [6]
29 M160946 上市中学校 吉田 一吹  6-4

   高森 涼平  
30 M190793 富山第一 高森 涼平 6-4  

    茂住 隼矢 [2]
31   Bye  6-1

   茂住 隼矢 [2]  
32 M142172 富山第一 茂住 隼矢 [2]  

  順位 3-4 南 陽音 [5]  
   竹内 陽斗 [3]
  竹内 陽斗 [3] 6-2

男子シングルス - 順位 5-8

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  順位 5-8 奥村  風夢 [7]  
   奥村  風夢 [7]
  山岸 修輔 [4] W.O.  
    奥村  風夢 [7]
  野崎 大吾 [8]  W.O.
   茂住 隼矢 [2]  
  茂住 隼矢 [2] 6-4
   
  順位 7-8 山岸 修輔 [4]  
   野崎 大吾 [8]
  野崎 大吾 [8] W.O.
   
  



[ジュニア_JOC選抜] 2022 JOC選抜室内富山県予選

女子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 F181772 富山中部 伊藤 千遥 [1]  

   伊藤 千遥 [1]
2   Bye   

    伊藤 千遥 [1]
3 F172183 富山第一 澤井 陽子  6-0

   藤岡 結衣  
4 F142218 大林TS 藤岡 結衣 6-0  

    伊藤 千遥 [1]
5 F141757 TCロコモーション 瀬知 いずみ  6-1

   瀬知 いずみ  
6 F172182 富山中部 種昻 しのぶ 6-1  

    瀬知 いずみ

7 F199867 富山北部 山本 結里奈  6-1
   奥野 叶望 [7]  

8 F142191 富山国際 奥野 叶望 [7] 6-1  
    伊藤 千遥 [1]

9 F178387 富山第一 草東 芭奈 [3]  6-1
   草東 芭奈 [3]  

10   Bye   
    釜谷 美咲希

11 F142180 センティア 釜谷 美咲希  6-3
   釜谷 美咲希  

12 F189937 富山東 手塚 心楼 6-1  
    菅谷 結菜 [5]

13 F172173 富山北部 大井 春佳  6-4
   大崎 理湖  

14 F142179 富山第一 大崎 理湖 7-6(6)  
    菅谷 結菜 [5]

15   Bye  6-3
   菅谷 結菜 [5]  

16 F189977 富山北部 菅谷 結菜 [5]   
    上田 晴菜 [2]

17 F178385 富山中部 大毛利 花凛 [8]  6-3

   大毛利 花凛 [8]  
18 F172181 富山第一 土肥 千織 6-2  

    西村 優奈

19 F189936 富山東 西嶋 優梨  6-4
   西村 優奈  

20 F81794 富山北部 西村 優奈 7-5  
    宮腰 咲希

21 F142212 センティア 宮腰 咲希  6-1
   宮腰 咲希  

22 F179987 富山東 山本 汐莉 6-1  
    宮腰 咲希

23   Bye  6-2
   福井 優葵 [4]  

24 F161451 富山北部 福井 優葵 [4]   
    上田 晴菜 [2]

25 F181800 富山東 岡本 ひなの [6]  6-3
   幸村 彩永  

26 F161670 こみゅてに 幸村 彩永 6-4  
    木下 美成

27 F181219 富山北部 木下 美成  6-3
   木下 美成  

28 F178327 富山第一 堀田 莉歩 6-4  
    上田 晴菜 [2]

29 F160941 こみゅてに 若尾 梨々花  6-0
   若尾 梨々花  

30 F189979 富山北部 加藤 萌愛 6-4  
    上田 晴菜 [2]

31   Bye  6-0
   上田 晴菜 [2]  

32 F141766 大林TS 上田 晴菜 [2]  
  順位 3-4 菅谷 結菜 [5]  
   宮腰 咲希

  宮腰 咲希 6-0

女子シングルス - 順位 5-8

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  順位 5-8 瀬知 いずみ  
   瀬知 いずみ

  釜谷 美咲希 6-3  
    瀬知 いずみ

  西村 優奈  6-1
   西村 優奈  
  木下 美成 6-0
   
  順位 7-8 釜谷 美咲希  
   釜谷 美咲希

  木下 美成 6-1
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