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所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

  

1 大分舞鶴高校 髙妻 蘭丸  髙妻 蘭丸

  髙妻 蘭丸  髙妻 蘭丸  

2  Bye   森脇 幸星 6-3   

   髙妻 蘭丸 髙妻 蘭丸

3 大分工業高校 田中 天  6-0  髙田 快  7-5

 田中 天   髙田 快

4 鶴崎工業高校 小田巻 拓海 6-2   糸永 龍矢 6-0  

   髙妻 蘭丸  

5  Bye  6-1  

  大津 佑太  順位 3-4 森脇 幸星  

6 大分東明高校 大津 佑太    森脇 幸星

   池辺 聖人 糸永 龍矢 6-3  

7  Bye  6-0    

  池辺 聖人  

8 別府翔青高校 池辺 聖人   

   髙妻 蘭丸

9 大分工業高校 幸 能亜  6-3  

  幸 能亜  

10  Bye   

   前田 敦哉

11 大分鶴崎高校 前田 敦哉  6-2  

  前田 敦哉  

12  Bye   

   安部 隼矢

13 大分工業高校 安部 隼矢  6-1  

 安部 隼矢  

14 大分鶴崎高校 今坂 友紀 6-3   

   安部 隼矢

15  Bye  6-2  

  赤峯 太一  

16 大分東明高校 赤峯 太一   

   髙妻 蘭丸

17 大分舞鶴高校 齋藤 樹市  6-2  

  齋藤 樹市  

18  Bye   

   齋藤 樹市

19 大分東明高校 竹尾 琉希  6-0  

 竹尾 琉希  

20 大分鶴崎高校 中島 直太郎 w.o.  

   齋藤 樹市

21 大分工業高校 堀渕 裕太  6-0  

 大川 和真  

22 別府翔青高校 大川 和真 6-3   

   大川 和真

23  Bye  6-2  

  西村 太一  

24 大分東明高校 西村 太一   

   齋藤 樹市

25 大分東明高校 宮﨑 悠  6-1  

  宮﨑 悠  

26  Bye   

   宮﨑 悠

27 大分鶴崎高校 草場 裕貴  w.o. 

  草場 裕貴  

28  Bye   

   板井 勇士朗

29 鶴崎工業高校 大本 涼翔  6-0    

 大本 涼翔  

30 大分東明高校 髙田 貫太 6-0   

   板井 勇士朗

31  Bye  6-2  

  板井 勇士朗  

32 大分鶴崎高校 板井 勇士朗  
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33 大分舞鶴高校 濱嵜 航太朗   

  濱嵜 航太朗  

34  Bye   

   濱嵜 航太朗

35 大分東明高校 矢野 翔大  6-0  

 矢野 翔大  

36 別府翔青高校 矢野 青空 w.o.  

   濱嵜 航太朗

37  Bye  6-1  

  平川 仁  

38 大分東明高校 平川 仁   

   佐瀬 智大

39  Bye  6-0  

  佐瀬 智大  

40 大分鶴崎高校 佐瀬 智大   

   濱嵜 航太朗

41 大分鶴崎高校 古川 皓大  6-1  

  古川 皓大  

42  Bye   

   佐藤 亘志朗

43 大分東明高校 佐藤 亘志朗  7-5  

 佐藤 亘志朗  

44 大分鶴崎高校 首藤 晴志 6-1   

   甲斐 颯人

45 中津北高校 平島 大地  6-0  

 山本 大雅  

46 大分鶴崎高校 山本 大雅 6-0   

   甲斐 颯人

47  Bye  6-1  

  甲斐 颯人  

48 別府翔青高校 甲斐 颯人   

   森脇 幸星

49 別府翔青高校 野中 陽幸  6-1  

  野中 陽幸  

50  Bye   

   野中 陽幸

51 日本文理大学附属高校 竹尾 朱里  6-1  

  竹尾 朱里  

52  Bye   

   野中 陽幸

53 岩田高校 薬師寺 寿邦  6-1  

 薬師寺 寿邦  

54 大分豊府高校 麻生 悠舞 w.o.  

   髙司 響

55  Bye  6-2  

  髙司 響  

56 鶴崎工業高校 髙司 響   

   森脇 幸星

57 大分鶴崎高校 大土 蒼太  6-3  

 立川 敦洋  

58 大分豊府高校 立川 敦洋 6-2   

   立川 敦洋

59 大分東明高校 島田 怜英  6-1  

  島田 怜英  

60  Bye   

   森脇 幸星

61 別府翔青高校 藤井 海斗  6-1  

 宮﨑 達也  

62 大分東明高校 宮﨑 達也 6-4   

   森脇 幸星

63  Bye  6-0  

  森脇 幸星  

64 大分舞鶴高校 森脇 幸星   



令和２年度大分県ジュニア年齢別テニス選手権大会

u18BS
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

    

65 大分舞鶴高校 髙田 快   

  髙田 快  

66  Bye   

   髙田 快

67 中津北高校 島本 拓実  6-0  

 島本 拓実  

68 大分鶴崎高校 指原 雅紀 6-4   

   髙田 快

69  Bye  6-0  

  渡部 誠也  

70 鶴崎工業高校 渡部 誠也   

   渡部 誠也

71  Bye  6-0  

  荒木 優大  

72 大分東明高校 荒木 優大   

   髙田 快

73 中津北高校 髙上 碧天  6-4

  髙上 碧天  

74  Bye   

   辻 猛

75 大分工業高校 辻 猛  6-1  

  辻 猛  

76  Bye   

   中島 大和

77 大分工業高校 渡辺 雅都  6-0  

 大西 安里  

78 大分豊府高校 大西 安里 6-1   

   中島 大和

79  Bye  6-1  

  中島 大和  

80 大分鶴崎高校 中島 大和   

   髙田 快

81 大分舞鶴高校 田口 慎之介  7-6(2)

  田口 慎之介  

82  Bye   

   田口 慎之介

83 日本文理大学附属高校 児玉 遼汰  6-2  

 佐藤 謙成  

84 大分鶴崎高校 佐藤 謙成 6-4   

   川野 恭吾

85 大分鶴崎高校 川野 恭吾  6-1  

 川野 恭吾  

86 大分東明高校 池島 輝 6-0   

   川野 恭吾

87  Bye  6-0  

  後藤 航之介  

88 大分東明高校 後藤 航之介   

   川上 大貴

89 ラフ大分 木村 昌馬  6-1

  木村 昌馬  

90  Bye   

   和泉 直樹

91 大分鶴崎高校 和泉 直樹  6-1  

  和泉 直樹  

92  Bye   

   川上 大貴

93 大分工業高校 日野 楽聖  6-1  

 日野 楽聖  

94 日本文理大学附属高校 亀井 志温 6-3   

   川上 大貴

95  Bye  6-0  

  川上 大貴  

96 大分舞鶴高校 川上 大貴   
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97 大分舞鶴高校 副田 太樹   

  副田 太樹  

98  Bye   

   副田 太樹

99 大分工業高校 森竹 蒼良  6-0  

  森竹 蒼良  

100  Bye   

   副田 太樹

101  Bye  6-2  

  元永 拓斗  

102 大分東明高校 元永 拓斗   

   有馬 知希

103 大分工業高校 阿部 太智  6-2  

 有馬 知希  

104 大分東明高校 有馬 知希 6-1   

   福森 功一郎

105 日本文理大学附属高校 久保田 琉聖  6-0  

  久保田 琉聖  

106  Bye   

   中尾 武

107 大分豊府高校 中尾 武  6-0  

 中尾 武  

108 大分鶴崎高校 濱野 太輔 6-3   

   福森 功一郎

109 大分鶴崎高校 都甲 律樹  6-0  

 都甲 律樹  

110 日本文理大学附属高校 宇戸田 颯太 6-3   

   福森 功一郎

111  Bye  6-0  

  福森 功一郎  

112 大分舞鶴高校 福森 功一郎   

   糸永 龍矢

113 大分鶴崎高校 境 伶真  6-4  

  境 伶真  

114  Bye   

   境 伶真

115 鶴崎工業高校 佐藤 廉  6-0  

 佐藤 廉  

116 大分高校 阿南 祐哉 6-0   

   糸永 龍矢

117 大分工業高校 森崎 輝  6-4  

 森崎 輝  

118 大分鶴崎高校 髙橋 容一郎 6-1   

   糸永 龍矢

119  Bye  6-2  

  糸永 龍矢  

120 EARNEST TENNIS ACADEMY 糸永 龍矢   

   糸永 龍矢

121 大分工業高校 首藤 涼介  6-2  

  首藤 涼介  

122  Bye   

   首藤 涼介

123 大分鶴崎高校 西條 佑海  6-2  

 西條 佑海  

124 日本文理大学附属高校 野々下 滉士 6-0   

   首藤 涼介

125  Bye  6-2  

  平原 洋佑  

126 大分豊府高校 平原 洋佑   

   平原 洋佑

127  Bye  w.o. 

  秦 亮介  

128 大分舞鶴高校 秦 亮介  


