
第91回全日本テニス選手権大会　愛知県予選(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

Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   

1 186 フリー 柴田 圭 [1]  
   柴田 圭 [1]

2   Bye 1   
    柴田 圭 [1]

3 709 山の田ＴＣ 小嶋 将斗  8-6
   小嶋 将斗  

4  上武大学 長尾 眞世 8-3  

    柴田 圭 [1]
5  テニスラウンジ 稲波 史弥  8-4

   服部 港  

6  愛知県立大学 服部 港 8-1  

    伊藤 聖大 [6]
7  名古屋経済大学 長谷川 真琴  8-0

   伊藤 聖大 [6]  

8 476 愛知学院大学 伊藤 聖大 [6] 8-2  

    泊 裕介 [3]
9 331 トヨタ自動車 泊 裕介 [3]  8-4

   泊 裕介 [3]  

10   Bye 3   
    泊 裕介 [3]

11  中京大学 紅谷 裕太郎  8-3
   紅谷 裕太郎  

12 849 テニスラウンジ 大槻 真寛 8-3  

    泊 裕介 [3]
13  テニスラウンジ 伊藤 俊  8-0

   服部 啓太  
14  IWAMOTO Indoor Tennis 服部 啓太 8-5  

    服部 啓太

15 589 タケショウ 依田 信一郎  8-4

   中河原 悠士 [7]  

16 519 刈谷テニスパーク 中河原 悠士 [7] 8-2  

    泊 裕介 [3]
17 440 ニッケテニスドーム名古屋 佐藤 光 [5]  8-6

   小倉 裕樹  
18  中京大学 小倉 裕樹 8-1  

    小倉 裕樹
19  森林ロングウッド 古橋 柊依  8-4

   神谷 一臣  
20 593 愛知学院大学 神谷 一臣 8-5  

    小倉 裕樹
21  CROSS ROAD 高橋 京寿  8-3

   手塚 類  
22 950 西尾ローンテニスクラブ 手塚 類 8-0  

    手塚 類

23   Bye 4  8-3

   影山 太星 [4]  

24 411 覚王山テニスクラブ 影山 太星 [4]   

    小倉 裕樹

25 549 ニッケインドアテニス 黒岩 悠志 [8]  8-5

   黒岩 悠志 [8]  
26  名古屋経済大学 齋藤　　　 快理 8-0  

    渡邉 勇人
27 601 ＯＳＧフェニックス 渡邉 勇人  8-0

   渡邉 勇人  
28  覚王山テニスクラブ 多賀 俊仁 8-3  

    渡邉 勇人
29 1120 覚王山テニスクラブ 松林 望和  8-1

   松林 望和  

30 631 IWAMOTO Indoor Tennis 川本 拓哉 8-5  

    犬飼 秀之 [2]
31   Bye 2  9-8(1)

   犬飼 秀之 [2]  

32 258 ロングウッド小牧 犬飼 秀之 [2]  
   
  



第91回全日本テニス選手権大会　愛知県予選(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

Rank 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   

1 130 亜細亜大学 田中 文彩 [1]  
   田中 文彩 [1]

2   Bye 1   
    田中 文彩 [1]

3  IWAMOTO インドアテニス 服部 彩  8-3
   前田 遥佳  

4 496 日本体育大学 前田 遥佳 8-4  

    杉原 里沙子 [2]
5  名古屋経済大学 安原 彩嘉  w.o.

   安原 彩嘉  

6 332 若鳩ＩＴＣ 横井 理夏子 8-4  

    杉原 里沙子 [2]
7  ＴＩＰＳ 滝本 帆優  8-1

   杉原 里沙子 [2]  

8 145 山の手倶楽部アーリーズ 杉原 里沙子 [2] 8-4
   
  


