
第48回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選 令和3年3⽉30⽇(⽕)
18才以下男子ダブルス-本戦 大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 QF SF Final 勝者 
大分舞鶴高校 大野 琢実 

1 大分舞鶴高校 髙妻 蘭丸 大野 琢実 濱嵜 航太朗 
大分上野丘高校 原 健太 髙妻 蘭丸 順位 3-4 秦 亮介 副田 太樹 

2 大分上野丘高校 村田 謙吾 6-0  大野 琢実 副田 太樹 福森 功⼀郎 
別府鶴⾒丘高校 天⾠ ⽇々⽣  髙妻 蘭丸 福森 功⼀郎 6-3  

3 別府鶴⾒丘高校 松本 翔汰 玉田 基樹 6-0   
大分豊府高校 玉田 基樹 ⻑峰 友哉   

4 大分豊府高校 ⻑峰 友哉 7-5  大野 琢実  
大分上野丘高校 山村 泰司  髙妻 蘭丸 

5 大分上野丘高校 後藤 朗天 境 伶真 6-4  
大分鶴崎高校 境 伶真 川野 恭吾  

6 大分鶴崎高校 川野 恭吾 6-1  境 伶真 
大分南高校 桑原 昂汰  川野 恭吾 

7 大分南高校 辻 勇人 甲斐 颯人 6-3  
別府翔⻘高校 甲斐 颯人 野中 陽幸  

8 別府翔⻘高校 野中 陽幸 6-2  大野 琢実 
大分舞鶴高校 濱嵜 航太朗  髙妻 蘭丸 

9 大分舞鶴高校 秦 亮介 濱嵜 航太朗 5-4(2) 4-2  
大分鶴崎高校 大土 蒼太 秦 亮介  

10 大分鶴崎高校 草場 裕貴 6-0  濱嵜 航太朗 
大分豊府高校 大⻄ 安⾥  秦 亮介 

11 大分豊府高校 ⽴川 敦洋 二宮 煌太 6-0  
TIP 二宮 煌太 大塚 新理  

12 TIP 大塚 新理 6-0  濱嵜 航太朗 
宇佐高校 岩男 圭⼀郎  秦 亮介 

13 宇佐高校 藤野 豊 後藤 光稀 6-0  
大分雄城台高校 後藤 光稀 飯倉 寛  

14 大分雄城台高校 飯倉 寛 6-0  後藤 光稀 
別府翔⻘高校 池辺 聖人  飯倉 寛 

15 別府翔⻘高校 藤井 海斗 池辺 聖人 6-1  
大分鶴崎高校 中島 大和 藤井 海斗  

16 大分鶴崎高校 板井 勇士朗 w.o. 大野 琢実 
別府鶴⾒丘高校 橋元 凛太朗  髙妻 蘭丸 

17 別府鶴⾒丘高校 髙⾒ 直良 橋元 凛太朗 
大分雄城台高校 安部 徳哉 髙⾒ 直良  

18 大分雄城台高校 有馬 毅 6-0  橋元 凛太朗 
中津南高校 外園 真都  髙⾒ 直良 

19 中津南高校 秋吉 晴太 外園 真都 6-4  
TIP ⼩林 郁哉 秋吉 晴太  

20 TIP 甲斐 風治郎 6-0  森脇 幸星 
高田高校 伊藤 琉允  髙田 快 

21 高田高校 益田 颯大 伊藤 琉允 6-0  
大分鶴崎高校 佐瀬 智大 益田 颯大  

22 大分鶴崎高校 前田 敦哉 6-3  森脇 幸星 
大分東明高校 宮﨑 悠  髙田 快 

23 大分東明高校 有馬 知希 森脇 幸星 6-0  
大分舞鶴高校 森脇 幸星 髙田 快  

24 大分舞鶴高校 髙田 快 6-1  森脇 幸星 
大分舞鶴高校 副田 太樹  髙田 快 

25 大分舞鶴高校 福森 功⼀郎 副田 太樹 4-2 5-4(8)  
大分鶴崎高校 古川 皓大 福森 功⼀郎  

26 大分鶴崎高校 ⻄條 佑海 6-0  副田 太樹 
大分鶴崎高校 今坂 友紀  福森 功⼀郎 

27 大分鶴崎高校 和泉 直樹 今坂 友紀 6-0  
大分工業高校 安部 隼矢 和泉 直樹  順位 5-8

28 大分工業高校 辻 猛 6-1  副田 太樹 
杵築高校 磯山 登来  福森 功⼀郎 境 伶真 

29 杵築高校 阿部 遼大 大川 和真 6-0  川野 恭吾 境 伶真 
別府翔⻘高校 大川 和真 矢野 ⻘空  後藤 光稀 川野 恭吾 

30 別府翔⻘高校 矢野 ⻘空 7-5  川上 大貴 飯倉 寛 6-1  川上 大貴 
大分上野丘高校 服部 友紀  齋藤 樹市 橋元 凛太朗  齋藤 樹市 

31 大分上野丘高校 ⽯⾶ 亮太郎 川上 大貴 6-0  髙⾒ 直良 川上 大貴 6-1  
大分舞鶴高校 川上 大貴 齋藤 樹市  川上 大貴 齋藤 樹市  

32 大分舞鶴高校 齋藤 樹市 6-0  齋藤 樹市 6-1  
    後藤 光稀 
 順位 7-8 飯倉 寛 橋元 凛太朗 
 橋元 凛太朗 髙⾒ 直良 
 髙⾒ 直良 6-1  
 

5-3 4-5(3) 10-4  
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18才以下男子ダブルス-予選 大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
大分東明高校 ⻄村 太⼀ 

1 大分東明高校 赤峯 太⼀ ⻄村 太⼀ 
  赤峯 太⼀ 

2  Bye  古川 皓大 
大分鶴崎高校 古川 皓大  ⻄條 佑海 

3 大分鶴崎高校 ⻄條 佑海 古川 皓大 6-4  
杵築高校 手島 大翔　    ⻄條 佑海  

4 杵築高校 石橋 空宙 7-6(1)  古川 皓大 
   ⻄條 佑海 Q1 

5  Bye 井上 龍弥 6-0  
⽇出総合高校 井上 龍弥 則⾏ 陽登  

6 ⽇出総合高校 則⾏ 陽登  佐藤 晃哉 
大分雄城台高校 佐藤 晃哉  ⼩林 弘輝 

7 大分雄城台高校 ⼩林 弘輝 佐藤 晃哉 6-3  
大分豊府高校 久渡 優雅      ⼩林 弘輝  

8 大分豊府高校 野中 雄学 6-4  
杵築高校 磯山 登来  

9 杵築高校 阿部 遼大 磯山 登来
  阿部 遼大 

10  Bye  磯山 登来
大分⻄高校 丸茂 璃空  阿部 遼大 

11 大分⻄高校 永松 優⻘ 丸茂 璃空 6-0  
大分雄城台高校 樫木 昌晃      永松 優⻘  

12 大分雄城台高校 米山 和輝 7-6(4)  磯山 登来
   阿部 遼大 Q2 

13  Bye 佐久間 寛介 6-0  
中津南高校 佐久間 寛介 東 俊介  

14 中津南高校 東 俊介  佐久間 寛介 
中津北高校 加藤 北⽃  東 俊介 

15 中津北高校 江田 航平 加藤 北⽃ 6-1  
大分鶴崎高校 佐藤 謙成      江田 航平  

16 大分鶴崎高校 首藤 晴志 6-4  
高田高校 伊藤 琉允  

17 高田高校 益田 颯大 伊藤 琉允
  益田 颯大 

18  Bye  伊藤 琉允
杵築高校 ⼩松 圭佑  益田 颯大 

19 杵築高校 木村 伊吹 ⼩松 圭佑 6-0  
大分上野丘高校 上野 颯太      木村 伊吹  

20 大分上野丘高校 渡辺 航生 6-1  伊藤 琉允
大分東明高校 元永 拓⽃  益田 颯大 Q3 

21 大分東明高校 宮﨑 達也 中島 直太郎 6-2  
大分鶴崎高校 中島 直太郎 山本 大雅  

22 大分鶴崎高校 山本 大雅 6-2  中島 直太郎 
   山本 大雅 

23  Bye 堀渕 裕太 6-4  
大分工業高校 堀渕 裕太 幸 能亜  

24 大分工業高校 幸 能亜  
大分南高校 桑原 昂汰  

25 大分南高校 辻 勇人 桑原 昂汰
  辻 勇人 

26  Bye  桑原 昂汰
⽇本⽂理大学附属高校 久保田 琉聖  辻 勇人 

27 ⽇本⽂理大学附属高校 ⻲井 志温 宮垣 光陽 6-0  
中津南高校 宮垣 光陽 瀧上 健心  

28 中津南高校 瀧上 健心 6-0  桑原 昂汰
高田高校 ⼩田 汰征  辻 勇人 Q4 

29 高田高校 ⿊木 陽奈拓 山口 海⽃ 7-5  
⽇出総合高校 山口 海⽃ 幸 凌太  

30 ⽇出総合高校 幸 凌太 6-1  ⼩川 百翔 
   後藤 貴生 

31  Bye ⼩川 百翔 6-1  
大分上野丘高校 ⼩川 百翔 後藤 貴生  

32 大分上野丘高校 後藤 貴生  
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所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
大分上野丘高校 原 健太  

33 大分上野丘高校 村田 謙吾 原 健太
  村田 謙吾 

34  Bye  原 健太
国東高校 ⼩田 渉睦  村田 謙吾 

35 国東高校 ⿅島 拳⽃ ⼩田 渉睦 7-6(1)  
大分南高校 朱藤 悠⽃      ⿅島 拳⽃  

36 大分南高校 羽田野 優雅 6-2  原 健太
大分上野丘高校 安部 倫太朗  村田 謙吾 Q5 

37 大分上野丘高校 岩下 怜生 大津 拓海 6-0  
大分雄城台高校 大津 拓海      山田 秀尚  

38 大分雄城台高校 山田 秀尚 6-0  大津 拓海 
   山田 秀尚 

39  Bye 大津 佑太 6-4  
大分東明高校 大津 佑太 池島 輝  

40 大分東明高校 池島 輝  
大分豊府高校 玉田 基樹  

41 大分豊府高校 ⻑峰 友哉 玉田 基樹
  ⻑峰 友哉 

42  Bye  玉田 基樹
宇佐高校 増山 蒼唯  ⻑峰 友哉 

43 宇佐高校 神屋 啓昇 山本 翔太 6-1  
大分雄城台高校 山本 翔太 松田 隼  

44 大分雄城台高校 松田 隼 6-4  玉田 基樹
   ⻑峰 友哉 Q6 

45  Bye 末廣 ⼀真 6-0  
大分上野丘高校 末廣 ⼀真 田仲 佑将  

46 大分上野丘高校 田仲 佑将  増冨 司 
大分鶴崎高校 都甲 律樹  財前 晴希 

47 大分鶴崎高校 髙橋 容⼀郎 増冨 司 6-1  
高田高校 増冨 司         財前 晴希  

48 高田高校 財前 晴希 6-4  
大分上野丘高校 佐藤 悠帆  

49 大分上野丘高校 佐野 巧実 佐藤 悠帆
  佐野 巧実 

50  Bye  宮﨑 悠 
高田高校 佐薙 拓海  有馬 知希 

51 高田高校 安藤 純⼀ 宮﨑 悠 6-1  
大分東明高校 宮﨑 悠         有馬 知希  

52 大分東明高校 有馬 知希 7-5  宮﨑 悠 
   有馬 知希 Q7 

53  Bye 松本 義基 6-1  
大分雄城台高校 松本 義基 赤峰 颯太  

54 大分雄城台高校 赤峰 颯太  松本 義基 
大分工業高校 森崎 輝  赤峰 颯太 

55 大分工業高校 渡辺 雅都 森崎 輝 6-3  
中津北高校 島本 拓実 渡辺 雅都  

56 中津北高校 平島 大地 7-5  
大分上野丘高校 服部 友紀  

57 大分上野丘高校 石⾶ 亮太郎 服部 友紀
  石⾶ 亮太郎 

58  Bye  服部 友紀
大分雄城台高校 寺澤 陽希  石⾶ 亮太郎 

59 大分雄城台高校 ⿊瀬 智也 林 修多 6-3  
大分上野丘高校 林 修多 江藤 洸陽  

60 大分上野丘高校 江藤 洸陽 6-4  服部 友紀
   石⾶ 亮太郎 Q8 

61  Bye 秦 陸人 6-3  
国東高校 秦 陸人 ⻄本 諒  

62 国東高校 ⻄本 諒  佐々木 勇⽃ 
大分上野丘高校 ⻲井 大誠  八ツ繁 敦志 

63 大分上野丘高校 太田 悠翔 佐々木 勇⽃ 6-1  
中津南高校 佐々木 勇⽃ 八ツ繁 敦志  

64 中津南高校 八ツ繁 敦志 6-0  
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所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
宇佐高校 宿利 拓夢  

65 宇佐高校 桒原 厚太郎 宿利 拓夢
  桒原 厚太郎 

66  Bye  ⼩原 颯⽃ 
岩田中学校 徳永 大悟  手嶋 乃天 

67 岩田高校 ⻄田 凌 ⼩原 颯⽃ 6-0  
国東高校 ⼩原 颯⽃ 手嶋 乃天  

68 国東高校 手嶋 乃天 7-5  大土 蒼太 
   草場 裕貴 Q9 

69  Bye 柿内 大輝 6-2  
大分雄城台高校 柿内 大輝 河野 遼太郎  

70 大分雄城台高校 河野 遼太郎  大土 蒼太 
大分東明高校 矢野 翔大  草場 裕貴 

71 大分東明高校 髙田 貫太 大土 蒼太 7-5  
大分鶴崎高校 大土 蒼太 草場 裕貴  

72 大分鶴崎高校 草場 裕貴 6-1  
宇佐高校 岩男 圭⼀郎  

73 宇佐高校 藤野 豊 岩男 圭⼀郎
  藤野 豊 

74  Bye  岩男 圭⼀郎
杵築高校 朝田 大輝  藤野 豊 

75 杵築高校 眞鍋 匠 朝田 大輝 6-0  
高田高校 中野 蒼空 眞鍋 匠  

76 高田高校 河野 朔士 w.o. 岩男 圭⼀郎
   藤野 豊 Q10 

77  Bye ⼩池 涼介 6-1  
大分工業高校 ⼩池 涼介 ⽇野 楽聖  

78 大分工業高校 ⽇野 楽聖  ⼩池 涼介 
大分東明高校 ⽵尾 琉希  ⽇野 楽聖 

79 大分東明高校 荒木 優大 ⽵尾 琉希 7-6(3)  
中津北高校 中野 直弥      荒木 優大  

80 中津北高校 久米 輝明 6-1  
大分雄城台高校 安部 徳哉  

81 大分雄城台高校 有馬 毅 安部 徳哉
  有馬 毅 

82  Bye  安部 徳哉
中津南高校 中山 星来  有馬 毅 

83 中津南高校 林田 侑真 伊久美 響輔 6-1  
杵築高校 伊久美 響輔 福壽 涼  

84 杵築高校 福壽 涼 6-1  安部 徳哉
大分雄城台高校 後藤 俊也  有馬 毅 Q11 

85 大分雄城台高校 池松 叶伊 後藤 俊也 6-3  
⽇本⽂理大学附属高校 児玉 遼汰 池松 叶伊  

86 ⽇本⽂理大学附属高校 野々下 滉士 6-0  後藤 俊也 
   池松 叶伊 

87  Bye 山田 俊輔 6-2  
大分工業高校 山田 俊輔 阿部 太智  

88 大分工業高校 阿部 太智  
大分雄城台高校 古屋 勇輝  

89 大分雄城台高校 松田 靖樹 古屋 勇輝
  松田 靖樹 

90  Bye  古屋 勇輝
⽇本⽂理大学附属高校 宇⼾田 颯太  松田 靖樹 

91 ⽇本⽂理大学附属高校 ⽵尾 朱⾥ 佐藤 亘志朗 6-3  
大分東明高校 佐藤 亘志朗 後藤 航之介  

92 大分東明高校 後藤 航之介 6-1  池辺 聖人 
国東高校 ⿅嶋 宏樹  藤井 海⽃ Q12 

93 国東高校 ⿊木 勇佑 池辺 聖人 6-1  
別府翔⻘高校 池辺 聖人      藤井 海⽃  

94 別府翔⻘高校 藤井 海⽃ 6-1  池辺 聖人 
   藤井 海⽃ 

95  Bye 桃崎 汰祐 6-0  
杵築高校 桃崎 汰祐 森澤 勇翔  

96 杵築高校 森澤 勇翔  
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所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
大分工業高校 安部 隼矢  

97 大分工業高校 辻 猛 安部 隼矢
  辻 猛 

98  Bye  安部 隼矢
大分上野丘高校 村上 翼駿  辻 猛 

99 大分上野丘高校 縄田 直季 廣田 悠人 6-0  
大分南高校 廣田 悠人 柴田 剛徳  

100 大分南高校 柴田 剛徳 7-5  安部 隼矢
   辻 猛 Q13 

101  Bye 粟村 秀音 6-3  
別府鶴⾒丘高校 粟村 秀音 藤井 成琉  

102 別府鶴⾒丘高校 藤井 成琉  粟村 秀音 
大分鶴崎高校 指原 雅紀  藤井 成琉 

103 大分鶴崎高校 濱野 太輔 指原 雅紀 6-0  
宇佐高校 大園 清心       濱野 太輔  

104 宇佐高校 藤井 琢⺒ 6-2  
大分工業高校 田中 天  

105 大分工業高校 首藤 涼介 田中 天
  首藤 涼介 

106  Bye  山村 泰司 
⽇田三隈高校 ⼀ノ宮 俊仁  後藤 朗天 

107 ⽇田三隈高校 衞藤 奈樹 山村 泰司 7-6(5)  
大分上野丘高校 山村 泰司 後藤 朗天  

108 大分上野丘高校 後藤 朗天 6-4  山村 泰司 
大分豊府高校 中尾 武  後藤 朗天 Q14 

109 大分豊府高校 平原 洋佑 中尾 武 6-2  
高田高校 奥田 朝陽 平原 洋佑  

110 高田高校 石田 篤基 6-2  中尾 武 
   平原 洋佑 

111  Bye 橋本 陸 6-2  
大分上野丘高校 橋本 陸 蒲池 慶⼀朗  

112 大分上野丘高校 蒲池 慶⼀朗  
TIP 二宮 煌太  

113 TIP 大塚 新理 二宮 煌太
  大塚 新理 

114  Bye  二宮 煌太
大分雄城台高校 藤原 雅仁  大塚 新理 

115 大分雄城台高校 赤迫 裕樹 藤原 雅仁 6-0  
宇佐高校 宮久 翔       赤迫 裕樹  

116 宇佐高校 有野 晴翔 6-2  二宮 煌太
杵築高校 末弘 ⻘楓  大塚 新理 Q15 

117 杵築高校 石上 亮太 末弘 ⻘楓 6-0  
中津南高校 三重野 太遥 石上 亮太  

118 中津南高校 遠藤 巧士 6-4  ⼩深田 悠希 
   幸野 佑紀 

119  Bye ⼩深田 悠希 6-3  
大分上野丘高校 ⼩深田 悠希 幸野 佑紀  

120 大分上野丘高校 幸野 佑紀  
TIP ⼩林 郁哉  

121 TIP 甲斐 風治郎 ⼩林 郁哉
  甲斐 風治郎 

122  Bye  ⼩林 郁哉
大分東明高校 島田 怜英  甲斐 風治郎 

123 大分東明高校 平川 仁 堤 源⼀郎 6-3  
大分⻄高校 堤 源⼀郎 太田 陽  

124 大分⻄高校 太田 陽 6-2  ⼩林 郁哉
   甲斐 風治郎 Q16 

125  Bye 柏本 伊織 6-3  
別府鶴⾒丘高校 柏本 伊織 石﨑 優歩  

126 別府鶴⾒丘高校 石﨑 優歩  布木 涼太 
杵築高校 布木 涼太  徳永 歩夢 

127 杵築高校 徳永 歩夢 布木 涼太 6-2  
中津北高校 佐々木 天音  徳永 歩夢  

128 中津北高校 髙上 碧天 6-0  


