
[ジュニア_JOC選抜] 2021 JOC選抜室内四国予選

BS18-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

   

1 新田高校 愛媛 丹下 颯希 [1]  

   丹下 颯希 [1] 

2 新田高校 愛媛 宇田 望夢 6-0 6-0   

    丹下 颯希 [1] 

3 高松北高校 香川 楠 波琉音  6-2 6-0  

   楠 波琉音  

4 城南高校 徳島 寺崎 呼人 7-5 7-6(6)   

    丹下 颯希 [1] 

5 愛媛トレセン 愛媛 伊藤 拓 [3]  6-2 6-1  

   伊藤 拓 [3]  

6 城南高校 徳島 松田 悠晏 6-1 6-1   

    寒作 悠司 

7 高知中央高校 高知 寒作 悠司  0-6 6-1 10-4  

   寒作 悠司  

8 高松北高校 香川 二條 昂佑 6-3 6-3   

    丹下 颯希 [1] 

9 愛媛トレセン 愛媛 濵永 佐介  6-0 6-3  

   濵永 佐介  

10 城ノ内高校 徳島 友成 優仁 7-6(8) 7-5   

    上岡 波留 

11 高知中央高校 高知 上岡 波留  7-6(5) 5-7 10-8  

   上岡 波留  

12 英明高校 香川 熊野 宗太 [4] 6-1 6-4   

    薦田 直哉 [2] 

13 高松北高校 香川 森 広樹  6-3 6-1  

   河野 優  

14 新田高校 愛媛 河野 優 6-4 1-6 10-6   

    薦田 直哉 [2] 

15 土佐高校 高知 市  風音  6-1 6-0  

   薦田 直哉 [2]  

16 新田高校 愛媛 薦田 直哉 [2] 6-0 6-0  

    

  順位 3-4 寒作 悠司  

   寒作 悠司 

  上岡 波留 7-5 6-3  

   

  



[ジュニア_JOC選抜] 2021 JOC選抜室内四国予選

GS18-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

   

1 新田高校 愛媛 村田 千聡 [1]  

   村田 千聡 [1] 

2 HIROテニスカレッジ 徳島 田住 星雛奈 6-2 6-4   

    村田 千聡 [1] 

3 新田高校 愛媛 石川 伽音  5-7 6-1 10-5  

   石川 伽音  

4 三木高校 香川 大屋敷 紗津貴 6-1 6-3   

    村田 千聡 [1] 

5 新田高校 愛媛 濱田 暖菜 [4]  1-6 6-4 6-3  

   濱田 暖菜 [4]  

6 高松北中学校 香川 高原 彩音 6-3 6-2   

    濱田 暖菜 [4] 

7 高知中央高校 高知 山中 麟  6-2 6-4  

   西森 暖乃  

8 HIROテニスカレッジ 徳島 西森 暖乃 6-3 4-6 10-3   

    堀家 那菜 [2] 

9 土佐女子中学校 高知 杉村 リナ  6-3 4-6 6-4  

   吉田 凜花  

10 徳島商業高校 徳島 吉田 凜花 4-6 6-2 10-6   

    近藤 唯 [3] 

11 高松北高校 香川 住友 里穏  4-6 6-4 10-5  

   近藤 唯 [3]  

12 新田高校 愛媛 近藤 唯 [3] 7-5 6-4   

    堀家 那菜 [2] 

13 高知高校 高知 平野 礼菜  6-2 6-3  

   近江 慧  

14 新田高校 愛媛 近江 慧 6-2 4-6 10-7   

    堀家 那菜 [2] 

15 愛媛トレセン 愛媛 窪田 結衣  6-2 6-3  

   堀家 那菜 [2]  

16 坂出高校 香川 堀家 那菜 [2] 6-3 6-3  

    

  順位 3-4 濱田 暖菜 [4]  

   濱田 暖菜 [4] 

  近藤 唯 [3] 7-5 6-1  

   

  


