
第93回全日本テニス選手権大会第32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 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 AM00586 日本大学 塚本 光樹 [1]  

   塚本 光樹 [1]

2   Bye 1   

    塚本 光樹 [1]

3 B00672 秋田商業高校 伊藤 壮哉  8-1

   武田 昇悟  

4 AM00603 県立大学 武田 昇悟 8-5  

    塚本 光樹 [1]

5 AM00686 フリー 佐藤 孝彦  8-2

   佐藤 孝彦  

6 B00591 秋田商業高校 鈴木 悠也 8-2  

    佐藤 孝彦

7   Bye 7  8-5

   佐々木 洸大 [5]  

8 AM00570 サンライズTC 佐々木 洸大 [5]   

    塚本 光樹 [1]

9 AM00592 秋田大学 渡辺 大樹 [4]  8-3

   渡辺 大樹 [4]  

10   Bye 3   

    渡辺 大樹 [4]

11 B00592 秋田商業高校 荻原 柊太  8-0

   武田 修和  

12 AM00634 北秋田TC 武田 修和 8-4  

    池内 航

13 B00204 秋田商業高校 五十嵐 駿介  8-2

   池内 航  

14 AM00684 国際教養大学 池内 航 8-1  

    池内 航

15   Bye 5  8-3

   園田 快斗 [6]  

16 AM00615 県立大学 園田 快斗 [6]   

    塚本 光樹 [1]

17 AM00182 秋大整形 野坂 光司 [7]  6-2 6-4

   野坂 光司 [7]  

18   Bye 6   

    野坂 光司 [7]

19 B00376 秋田商業高校 大宮 拓巳  8-3

   大宮 拓巳  

20 AM00594 県立大学 鈴木 輝 8-2  

    水戸瀬 智久 [3]

21 B00092 フリー 野坂 郷  8-3

   野坂 郷  

22 AM00673 inty+ 夏見 拓弥 8-0  

    水戸瀬 智久 [3]

23   Bye 4  9-7

   水戸瀬 智久 [3]  

24 AM00478 ＴＤＫ 水戸瀬 智久 [3]   

    土田 光 [2]

25 B00666 秋田商業高校 冨樫 治晟  8-0

   野坂 迅  

26 B00304 ファンキーテニスアカデミー 野坂 迅 8-0  

    野坂 迅

27 AM00683 国際教養大学 白鳥 勝久  8-4

   白鳥 勝久  

28   Bye 10   

    土田 光 [2]

29 B00668 秋田商業高校 佐藤 舜介  8-3

   佐藤 舜介  

30 AM00600 県立大学 星 達也 8-4  

    土田 光 [2]

31   Bye 2  8-1

   土田 光 [2]  

32 AM00636 東京国際大学 土田 光 [2]  

   

  



第93回全日本テニス選手権大会第32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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所属団体 Semifinals Final 勝者

サンライズTC 三浦 幸貴 [1]

1 サンライズTC 佐々木 洸大 佐藤 改

秋田商業高校 佐藤 改 荻原 柊太

2 秋田商業高校 荻原 柊太 8-5 池内 航

東京国際大学 土田 光  白鳥 勝久

3 秋田商業高校 鈴木 悠也 池内 航 8-4

国際教養大学 池内 航 白鳥 勝久  

4 国際教養大学 白鳥 勝久 8-6

  

 


