
[ジュニア_RSK]2021 RSK 全国選抜ジュニアテニス大会 四国地域予選

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

所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 愛媛トレセン 窪田 結衣 [1]  

  窪田 結衣 [1]

2 桜町中学校 中原 貴結 6-1 6-0  

   窪田 結衣 [1]

3 トキワTC 小若 実夢  6-1 6-2

  佐藤 未來  

4 HIROテニスカレッジ 佐藤 未來 6-4 6-4  

   窪田 結衣 [1]

5 pdt 西川 桃絆 [3]  3-6 6-2 6-4

  西川 桃絆 [3]  

6 愛媛トレセン 山中 星來 6-2 6-3  

   西川 桃絆 [3]

7 FSS 畝﨑 一桜  4-6 6-3 10-5

  田住 星雛奈  

8 HIROテニスカレッジ 田住 星雛奈 6-0 6-0  

   阿部 千春 [2]

9 愛媛トレセン 石森 有紗日  6-4 6-0

  高原 彩音  

10 高松北中学校 高原 彩音 6-2 6-3  

   溝渕 杏莉 [3]

11 土佐庭球倶楽部 金子 瑠来  6-3 6-0

  溝渕 杏莉 [3]  

12 ガーデン 溝渕 杏莉 [3] 6-0 6-0  

   阿部 千春 [2]

13 Finalist 渡部 莉央  6-1 6-3

  渡部 莉央  

14 FSS 新谷 心彩 6-0 6-2  

   阿部 千春 [2]

15 シオンテニスクラブ 曽我井 光里  6-0 6-1

  阿部 千春 [2]  

16 丸亀TC 阿部 千春 [2] 6-2 6-2

   

 順位 3-4 西川 桃絆 [3]  

  西川 桃絆 [3]

 溝渕 杏莉 [3] 4-6 6-3 6-4

  

 



[ジュニア_RSK]2021 RSK 全国選抜ジュニアテニス大会 四国地域予選

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

所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 pdt 香川 荘太 [1]  

  香川 荘太 [1]

2 ハッピー 中山 聡梧 6-1 6-4  

   山下 真歩路

3 奈半利小 山下 真歩路  0-6 6-4 12-10

  山下 真歩路  

4 コア☆フリード 古谷 一晟 6-3 6-3  

   二條 慧太 [3]

5 アップデイト 二條 慧太 [3]  6-3 6-2

  二條 慧太 [3]  

6 愛媛トレセン 栗田 昇栄 6-0 6-2  

   二條 慧太 [3]

7 ガーデン 大平 ゆう数  6-1 6-3

  大平 ゆう数  

8 ライジング 西川 大哉 6-0 6-1  

   長尾 冠奎 [2]

9 土佐塾中 吉村 俊亮  7-5 7-6(10)

  楠 奨真  

10 屋島TC 楠 奨真 6-0 6-0  

   德倉 海都 [3]

11 愛媛トレセン北条 梶原 世煌  6-0 6-4

  德倉 海都 [3]  

12 桜町中学校 德倉 海都 [3] 6-1 6-1  

   長尾 冠奎 [2]

13 丸亀TC 阿部 煌大  6-4 6-2

  阿部 煌大  

14 ハッピー 先田 航太朗 6-1 6-3  

   長尾 冠奎 [2]

15 pdt 廣瀬 勇太  6-2 6-1

  長尾 冠奎 [2]  

16 SKOP 長尾 冠奎 [2] 7-5 6-0

   

 順位 3-4 山下 真歩路  

  德倉 海都 [3]

 德倉 海都 [3] 6-3 6-3

  

 


