
W31 第92回全日本テニス選手権大会　愛知県予選

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

   
1 209 プロ・フリー 柴田 圭 [1]  

   柴田 圭 [1]
2   Bye   

    渡邉 勇人

3 630 ＯＳＧフェニックス 渡邉 勇人  8-6
   渡邉 勇人  

4  名古屋経済大学 長谷川 真琴 8-0  
    渡邉 勇人

5  名古屋経済大学 中川 智貴  8-3
   中川 智貴  

6  名古屋経済大学 松浦 日雅 8-1  
    安井 優貴 [6]

7   Bye   8-1
    安井 優貴 [6]  

8 449 立命館大学 安井 優貴 [6]   
     渡邉 勇人

9 291 TEAM　KOMADA 駒田 真澄 [3]   8-1
   駒田 真澄 [3]  

10   Bye   
    駒田 真澄 [3]

11  名古屋経済大学 南雲 ラファエウ耀  8-0
   南雲 ラファエウ耀  

12  名古屋グリーンテニスクラブ 日比野 智 8-2  
    駒田 真澄 [3]

13  上武大学 長尾 眞世  8-5
   長尾 眞世  

14  名古屋経済大学 野尻 大陽 8-0  
    長尾 眞世

15   Bye   8-1
    佐藤 光 [5]  

16 409 ニッケテニスドーム名古屋 佐藤 光 [5]   
     渡邉 勇人

17 479 ロングウッド小牧 犬飼 秀之 [7]   8-1
   犬飼 秀之 [7]  

18   Bye   
    齋藤 快理

19  名古屋経済大学 齋藤 快理  w.o.
   齋藤 快理  

20  名古屋経済大学 谷崎 智隆 8-1  
    松林 望和 [4]

21  愛知高校 渡辺 雄大  8-0
   渡辺 雄大  

22 796 覚王山テニスクラブ 稲川 大介 8-5  
    松林 望和 [4]

23   Bye   8-5
    松林 望和 [4]  

24 369 覚王山テニスクラブ 松林 望和 [4]   
     泊 裕介 [2]

25 614 IWAMOTO Indoor Tennis 川本 拓哉 [8]   9-8(4)
   川本 拓哉 [8]  

26   Bye   
    安藤 隆

27 1079 中京大学 T.C 安藤 隆  8-1
   安藤 隆  

28 1297 覚王山テニスクラブ 夏目 拓 8-3  
    泊 裕介 [2]

29 941 西尾ローンテニスクラブ 大橋 諒太郎  8-2
   大橋 諒太郎  

30  名古屋経済大学 田川 舜栄 8-1  
    泊 裕介 [2]

31   Bye   8-2
    泊 裕介 [2]  

32 243 トヨタ自動車 泊 裕介 [2]  
   
  



W31 第92回全日本テニス選手権大会　愛知県予選

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

Rank 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 106 亜細亜大学 田中 文彩 [1]  

   田中 文彩 [1]
2   Bye   

    田中 文彩 [1]
3  椙山女学園高等学校 溝田 萌  8-2

   溝田 萌  
4   Bye   

     田中 文彩 [1]
5 385 誉高等学校 青木 乙葉 [3]   8-0

   青木 乙葉 [3]  
6   Bye   

    青木 乙葉 [3]
7  名古屋経済大学 翁長 亜衣  8-2

   翁長 亜衣  
8  名古屋経済大学 平出 有香 8-6  

    田中 文彩 [1]
9   Bye  8-3

   小栗 杏香  
10  名古屋経済大学 小栗 杏香   

    小栗 杏香

11   Bye  8-4
   阿部 芳美  

12  名古屋経済大学 阿部 芳美   
    後藤 海希 [2]

13  名古屋経済大学 安原 彩嘉  8-3
   大原 世梨奈  

14  名古屋経済大学 大原 世梨奈 8-1  
    後藤 海希 [2]

15   Bye   8-0
    後藤 海希 [2]  

16 255 ラムテニスクラブ 後藤 海希 [2]  
   
  


