
第92回全日本テニス選手権大会　第31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 Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    

1 B00067 2 秋田商業高校 石井 智也 [1]  

    石井 智也 [1]

2    Bye   

     石井 智也 [1]
3 B00066  明桜高校 玉野 水暉  8-2

    門間 将  

4 AM00063 23 ＪＲ東日本 門間 将 8-4  

     石井 智也 [1]
5 AM00593 28 秋田大学 大森 誉之  9-8(2)

    大森 誉之  

6 B00211  秋田北高校 豊嶋 紀之 8-6  

     土田 光 [6]

7    Bye  8-1

    土田 光 [6]  

8 AM00636 15 東京国際大学 土田 光 [6]   

     石井 智也 [1]

9 AM00453 5 サンライズTC 加藤 志門 [4]  8-2

    加藤 志門 [4]  

10    Bye   

     加藤 志門 [4]
11 AM00594  県立大学 鈴木 輝  8-6

    宇佐美 大成  

12 Ｂ00519 30 秋田商業高校 宇佐美 大成 8-3  

     渡辺 大樹 [5]

13 B00304  

ファンキーテニスアカデ

ミー 野坂 迅  8-5

    野坂 迅  

14 B00040  秋田高専 五十嵐 諭史 8-3  

     渡辺 大樹 [5]

15    Bye  8-4

    渡辺 大樹 [5]  

16 AM00592 10 秋田大学 渡辺 大樹 [5]   

     石井 智也 [1]

17 AM00511 16 秋田高専 布谷 浩平 [8]  6-1 6-0

    布谷 浩平 [8]  

18 AM99634  秋田大学 大内 祐也 8-2  

     布谷 浩平 [8]
19 Ｂ00490  秋田商業高校 岩澤 拓也  9-7

    長沼 佑  

20 AM00499  県立大学 長沼 佑 8-3  

     布谷 浩平 [8]
21 AM000637  秋田大学 佐藤 匠  8-3

    平野 皐貴  

22 B00061 30 明桜高校 平野 皐貴 8-1  

     高橋 浩平 [3]

23    Bye  8-0

    高橋 浩平 [3]  

24 AM00062 5 A.T.C 高橋 浩平 [3]   

     田中 翔馬 [7]

25 B00253 16 秋田商業高校 田中 翔馬 [7]  8-4

    田中 翔馬 [7]  

26    Bye   

     田中 翔馬 [7]
27 B00645  秋田明桜高校 古仲 宗弘  8-1

    大仲 海渡  

28 AM00564  秋田高専 大仲 海渡 8-0  

     田中 翔馬 [7]
29 AM00535  秋田大学 大畠 昌也  8-5

    辰 翔太朗  

30 B00028 30 秋田高校 辰 翔太朗 8-4  

     鎌田 吉久 [2]

31    Bye  8-5

    鎌田 吉久 [2]  

32 AM00235 3 TEAM C 鎌田 吉久 [2]  

    

   



第92回全日本テニス選手権大会　第31回秋田県予選会(男子:賞金なし/J1-1,女子:賞金なし/J1-1)
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選手登録番号 Rank 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

AM00235 2 TEAM C 鎌田 吉久 [1]

1 AM00063 4 ＪＲ東日本 門間 将 鎌田 吉久 [1]

    門間 将

2    Bye  鎌田 吉久 [1]

B00211  秋田北高校 豊嶋 紀之  門間 将
3 B00028  秋田高校 辰 翔太朗 豊嶋 紀之 8-1

B00040  秋田高専 五十嵐 諭史 辰 翔太朗  

4 AM00564  秋田高専 大仲 海渡 8-4 鎌田 吉久 [1]

AM00594 18 県立大学 鈴木 輝  門間 将
5 AM00499  県立大学 長沼 佑 鈴木 輝 9-8(2)

B00061  明桜高校 平野 皐貴 長沼 佑  

6 B00066  明桜高校 玉野 水暉 8-5 宇佐美 大成 [2]

     田中 翔馬

7    Bye 宇佐美 大成 [2] 8-3

Ｂ00519  秋田商業高校 宇佐美 大成 [2] 田中 翔馬  

8 B00253 15 秋田商業高校 田中 翔馬  

    

   


