
第40回全国小学生テニス選手権大会大分県予選 2022年2⽉19⽇(⼟)

男子シングルス（１） 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 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
  

1 佐伯東小学校 古川 煌  Final 渡邊 諒門  
  古川 煌 川原 岬

2  Bye   川原 岬 6-0  
   古川 煌

3 春⽇町小学校 ⽴川 直樹  6-1  順位 3-4 古川 煌  
  ⽴川 直樹   清水 大我

4  Bye   清水 大我 6-4  
   古川 煌  

5  Bye  6-2  
  廣田 幹己  

6 滝尾小学校 廣田 幹己   
   三重野 颯太

7  Bye  w.o. 
  三重野 颯太  

8 東稙田小学校 三重野 颯太   
   古川 煌

9 明野⻄小学校 中村 陽輝  6-3  
  中村 陽輝  

10  Bye   
   中村 陽輝

11 川崎小学校 本林 夏海  6-2  
 本林 夏海  

12 東山小学校 栃原 陸 7-6(2)   
   佐藤 煌晟

13  Bye  6-1  
  志⼟地 稀平  

14 明治小学校 志⼟地 稀平   
   佐藤 煌晟

15  Bye  6-0  
  佐藤 煌晟  

16 杵築小学校 佐藤 煌晟   
   渡邊 諒門 

17 城南小学校 渡邊 諒門  6-4  
  渡邊 諒門  

18  Bye   
   渡邊 諒門

19 明星小学校 ⻄嶋 大騎  6-0  
  ⻄嶋 大騎  

20  Bye   
   渡邊 諒門

21  Bye  6-1  
  岩本 陸  

22 明治小学校 岩本 陸   
   岩本 陸

23  Bye  6-4  
  佐藤 和輝  

24 大道小学校 佐藤 和輝   
   渡邊 諒門 

25 鶴岡小学校 柴田 大輔  6-4  
  柴田 大輔  

26  Bye   順位 5-8 佐藤 煌晟  
   柴田 大輔  佐藤 煌晟

27 小佐井小学校 山村 柾陽  w.o. 菅⽣ 稜貴 6-1   
  山村 柾陽    木村 颯佑

28  Bye   藤内 向空  7-6(2)  
   菅⽣ 稜貴  木村 颯佑  

29  Bye  6-3  木村 颯佑 6-2  
  磯⾕ 陸⽃    

30 明野⻄小学校 磯⾕ 陸⽃   順位 7-8 菅⽣ 稜貴  
   菅⽣ 稜貴  菅⽣ 稜貴

31  Bye  6-3  藤内 向空 7-5  
  菅⽣ 稜貴  

32 大在⻄小学校 菅⽣ 稜貴   



第40回全国小学生テニス選手権大会大分県予選 2022年2⽉19⽇(⼟)

男子シングルス（２） 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 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
    

33 南大分小学校 清水 大我   
  清水 大我  

34  Bye   
   清水 大我

35 八坂小学校 富来 秀真  6-1  
  富来 秀真  

36  Bye   
   清水 大我

37  Bye  6-2  
  加藤 颯真  

38 朝⽇小学校 加藤 颯真   
   加藤 颯真

39  Bye  6-3  
  安東 篤史 [10]  

40 渡町台小学校 安東 篤史   
   清水 大我

41 杵築小学校 甲斐 伊吹  6-2  
  甲斐 伊吹  

42  Bye   
   甲斐 伊吹

43 沖代小学校 今倉 望⽉  6-0  
  今倉 望⽉  

44  Bye   
   藤内 向空

45  Bye  6-0  
  則本 拓真  

46 山の手小学校 則本 拓真   
   藤内 向空

47  Bye  7-5  
  藤内 向空  

48 豊府小学校 藤内 向空   
   川原 岬

49 南⽴⽯小学校 木村 颯佑  6-3  
  木村 颯佑  

50  Bye   
   木村 颯佑

51 松岡小学校 益⼾ 隼透  6-2  
  益⼾ 隼透  

52  Bye   
   木村 颯佑

53  Bye  6-2  
  河越 航平  

54 稙田小学校 河越 航平   
   森本 健太

55  Bye  6-0  
  森本 健太  

56 緑丘小学校 森本 健太   
   川原 岬

57 明治北小学校 小串 璃空  6-4  
  小串 璃空  

58  Bye   
   小串 璃空

59 八坂小学校 松重 晶泉  6-0  
  松重 晶泉  

60  Bye   
   川原 岬

61  Bye  6-2  
  佐藤 篤朗  

62 ⾅杵下北小学校 佐藤 篤朗   
   川原 岬

63  Bye  6-0  
  川原 岬  

64 朝⽇小学校 川原 岬  


