
第91回全日本テニス選手権大会　第30回秋田県予選会（男子：賞金なし /J1-1、女子：賞金なし /J1-1）

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

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

     

1 AM00062   ATC 高橋 浩平 [1]  

     高橋 浩平 [1]
2     Bye   

      木村 駿

3 AM00491   Ruptureず 前田 匡輝  8-3

     木村 駿  

4 AM00588   秋田大学 木村 駿 9-8(0)  

      渡辺 大樹

5 B00421   秋田商業高校 清水川 稜二  8-5

     渡辺 大樹  

6 AM00592   秋田大学 渡辺 大樹 8-4  

      渡辺 大樹

7     Bye  8-0

     安道 龍太郎  

8 B00574   山王テニスクラブ 安道 龍太郎   

      土田 光 [5]

9 B00028   秋田高校 辰 翔太朗 [4]  8-6

     辰 翔太朗 [4]  

10     Bye   

      大森 誉之

11 AM00593   秋田大学 大森 誉之  8-3

     大森 誉之  

12 B00427   秋田商業高校 高橋 京平 8-2  

      土田 光 [5]
13 AM00597   秋田大学 竹原 直輝  8-3

     竹原 直輝  

14 B00424   秋田商業高校 佐々木 駿 8-4  

      土田 光 [5]

15     Bye  8-1

     土田 光 [5]  

16 B00054   秋田商業高校 土田 光 [5]   

      石井 智也

17 B00260   秋田商業高校 伊藤 海斗  6-2 6-2

     伊藤 海斗  

18     Bye   

      馬詰 大樹

19 AM00363   Ruptureず 小林 慎弥  8-6

     馬詰 大樹  

20 AM00481   秋田大学 馬詰 大樹 8-0  

      石井 智也

21 B00067   秋田商業高校 石井 智也  8-1

     石井 智也  

22 AM00535   秋田大学 大畠 昌也 8-1  

      石井 智也

23     Bye  8-1

     加藤 志門 [3]  

24 AM00453   サンライズ 加藤 志門 [3]   

      石井 智也

25 B00489   秋田商業高校 持石 和弥  8-3

     柳舘 侑  

26 AM00534   秋田大学 柳舘 侑 8-3  

      柳舘 侑

27 B00253   秋田商業高校 田中 翔馬  8-3

     田中 翔馬  

28 AM00585   秋田大学 工藤 孝介 8-0  

      吉川 達郎 [2]
29 B00441   新屋高校 佐藤 涼  8-4

     三浦 幸貴  

30 B00426   秋田商業高校 三浦 幸貴 8-0  

      吉川 達郎 [2]

31     Bye  8-4

     吉川 達郎 [2]  

32 AM00439   横手ローン 吉川 達郎 [2]  

     

    

第91回全日本テニス選手権大会　第30回秋田県予選会（男子：賞金なし /J1-1、女子：賞金なし /J1-1）

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

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Final 勝者
     

1 F50541   東洋英和女学院 堀井 ともみ  

     堀井 ともみ

2 AF00587   秋田大学 恩田 風花 6-0 6-0



第91回全日本テニス選手権大会　第30回秋田県予選会（男子：賞金なし /J1-1、女子：賞金なし /J1-1）

男子ダブルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

AM00439   横手ローン 吉川 達郎 [1]

1 AM00569   チョッパーズ 酒井 恭平 吉川 達郎 [1]

     酒井 恭平
2     Bye  持石 和弥

B00489   秋田商業高校 持石 和弥  田中 翔馬

3 B00253   秋田商業高校 田中 翔馬 持石 和弥 8-3

AM00570   サンライズ 佐々木 洸大 田中 翔馬  

4 B00427   秋田商業高校 高橋 京平 8-1 土田 光

B00441   新屋高校 佐藤 涼  石井 智也

5 B00508   秋田高専 大渕 翌華 伊藤 海斗 8-0

B00260   秋田商業高校 伊藤 海斗 清水川 稜二  

6 B00421   秋田商業高校 清水川 稜二 8-2 土田 光

B00426   秋田商業高校 三浦 幸貴  石井 智也

7 B00424   秋田商業高校 佐々木 駿 土田 光 8-0

B00054   秋田商業高校 土田 光 石井 智也  

8 B00067   秋田商業高校 石井 智也 8-4

     

    


