
第42回愛知県テニス選手権大会(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

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

   

1 95 アズ－ルTA 中森 亮介 [1]  

   中森 亮介 [1] 

2   Bye    

    中森 亮介 [1] 

3  東海学園大学 鈴木 我志  7-5 6-2

   鈴木 我志  

4  中京大学 小山 拓海 6-3  7-5  

    中森 亮介 [1] 

5 639 三菱自動車 南 俊成  6-2 6-1

   三宅 凌平  

6  TEAM　YONEZAWA名古屋 三宅 凌平 6-4  6-4  

    三宅 凌平 

7   Bye  7-5 6-2

   高木 明良 [5]  

8 400 アイシン精機 高木 明良 [5]   

    林 航平 

9 350 いだか東名テニス 笠原 英嗣 [4]  3-5 RET

   笠原 英嗣 [4]  

10   Bye    

    笠原 英嗣 [4] 

11  中京大学 亀山 賢佑  6-2 4-1 RET

   吉田 隆人  

12  昭和高校 吉田 隆人 6-3  6-0  

    林 航平 

13  愛工大名電高校 須原 悠太  6-2 6-1

   林 航平  

14  名古屋高校 林 航平 6-0  6-1  

    林 航平 

15   Bye  6-3 6-0

   安藤 隆 [6]  

16 405 アイシン精機 安藤 隆 [6]   

    林 航平 

17 507 名古屋経済大学 長谷川 真琴 [8]  6-3 6-2

   長谷川 真琴 [8]  
18   Bye   

    長谷川  真琴  [8] 

19 657 東海学園大学 福田 光  6-3 6-2

   夏目 拓  

20 681 中部大学春日丘高校 夏目 拓 6-1  6-2  

    服部 啓太 [3] 

21 801 IWAMOTO Indoor Tennis 川本 拓哉  6-2 7-5

   武石 大空  

22  東海学園大学 武石 大空 4-6  6-1  6-0  

    服部 啓太 [3] 

23   Bye  7-6(2) 6-1

   服部 啓太 [3]  

24 288 IWAMOTO Indoor Tennis 服部 啓太 [3]   

    服部 啓太 [3] 

25 442 トヨタ自動車 泊 裕介 [7]  6-4 6-2

   泊 裕介 [7]  

26   Bye   

    大橋 諒太郎 

27  名経大市邨高校 古橋 柊依  6-2 3-6 6-4

   大橋 諒太郎  

28  東海学園大学 大橋 諒太郎 6-4  6-2  

    寺尾 祐一 [2] 

29   Bye  6-3 6-3

   手塚 類  

30  愛知大学 手塚 類   

    寺尾 祐一 [2] 

31   Bye  W.O

   寺尾 祐一 [2]  

32 199 アズ－ルTA 寺尾 祐一 [2]  

   

  



第42回愛知県テニス選手権大会(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 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

   

1 271 ラムテニスクラブ 後藤 海希 [1]  

   後藤 海希 [1]

2   Bye   

    高松 千晶

3  東郷製作所 高松 千晶  6-2 6-2

   高松 千晶  

4   Bye   

    高松 千晶 

5 534 椙山女学園高等学校 中条 愛海 [3]  6-1 6-1

   中条 愛海 [3]  

6   Bye   

    中条 愛海 [3] 

7  愛工大名電高校 武藤 優奈  6-1 6-0

   武藤 優奈  

8   Bye   

    高松 千晶 

9   Bye  6-1 6-3

   斉藤 双葉  

10  衣浦マリンテニスクラブ 斉藤 双葉   

    斉藤 双葉

11  名古屋グリーンTC 山名 裕美子  6-3 6-4

   山名 裕美子  

12  HIDE TA 愛知 後藤 舞幸 W.O  

    松田 鈴子 [2] 

13   Bye  6-4 2-6 6-2

   木下 菜々花  

14  椙山女学園高等学校 木下 菜々花   

    松田 鈴子 [2] 

15   Bye  6-4 6-1

   松田 鈴子 [2]  

16 306 チェリーテニスクラブ 松田 鈴子 [2]  

   

  



第42回愛知県テニス選手権大会(男子：賞金なし/J1-1、女子：賞金なし/J1-1)

男子ダブルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

Ran

k 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

485 中京大学 吉田 光宏 [1]

1  中京大学 小山 拓海 吉田 光宏 [1]

   小山 拓海

2   Bye  大谷 拓也

 東海学園大学 大橋 諒太郎  大長 俊貴

3  東海学園大学 武石 大空 大谷 拓也
6-4 6-4

 日本ガイシ 大谷 拓也 大長 俊貴  

4  名古屋大学 大長 俊貴 6-4 6-2 大谷 拓也

    大長 俊貴

5   Bye 福田 光 6-3 6-2

 東海学園大学 福田 光 鈴木 我志  

6  東海学園大学 鈴木 我志  福田 光

    鈴木 我志

7   Bye 斉藤 快理 [2] 6-2 4-6 10-7

 名古屋経済大学 斉藤 快理 [2] 長谷川 真琴  

8 536 名古屋経済大学 長谷川 真琴  

   

  




