
2019大分県ジュニアトップリーグ(後期)入替戦 令和元年１０月６日（日）

14BS 【入替数：2名】 　大洲総合運動公園テニスコート　Aコート（ハードコート）

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 QF SF F
  

1 ラフ 吉永 千恩 [1]  
  吉永 千恩 [1]

2  Bye   
  吉永 千恩 [1]

3 ロケーション 川野 桂  61
 末宗 璃久  

4 別府クラブ 末宗 璃久 60  
   吉永 千恩 [1]

5  Bye  63
  西郡 優太朗  

6 ラフ 西郡 優太朗   
  井上 結仁

7  Bye  62
  井上 結仁  

8 ウェボテニススクール 井上 結仁   
   角町 和弘

9 ORION.TS 濱嵜 史哉  75
  濱嵜 史哉  

10  Bye  
  角町 和弘

11 ラフ 角町 和弘  63
 角町 和弘  

12 EARNEST TENNIS ACADEMY 野村 力弥 60  
   角町 和弘

13 ラフ 木下 凌空  63
 丸茂 潤之介  

14 大分Jr 丸茂 潤之介 63  
  新納 勇志

15  Bye  61
  新納 勇志  

16 MJT 新納 勇志   
   高橋 彪馬

17 EARNEST TENNIS ACADEMY 高橋 彪馬  60
  高橋 彪馬  

18  Bye   
  高橋 彪馬

19 臼杵ジュニア 草場 友成  60
 蔵本 大知  

20 ラフ 蔵本 大知 64  
   高橋 彪馬

21 OTC 二村 蒼  64
 二村 蒼  

22 別府クラブ 金原 利空 64  
  鳥羽 晴大

23  Bye  60
  鳥羽 晴大  

24 ラフ 鳥羽 晴大   
   高橋 彪馬

25 ラフ 植松 宏太  62
  植松 宏太  

26  Bye   
  植松 宏太

27 宗近中学校 八坂 柊吾  60
 森 千翔  

28 ウェボテニススクール 森 千翔 w.o  
   甲斐 風治郎

29 NTCクラブ 白木原 伊織  62
 竹田 舷希  

30 ラフ 竹田 舷希 60  
  甲斐 風治郎

31  Bye  61
  甲斐 風治郎  

32 TIP 甲斐 風治郎  



2019大分県ジュニアトップリーグ(後期)入替戦 令和元年１０月６日（日）

14BS 【入替数：2名】 　大洲総合運動公園テニスコート　Aコート（ハードコート）

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 QF SF F
   

33 ラフ 渡辺 鋭門  
  渡辺 鋭門

34  Bye   
  渡辺 鋭門

35 別府クラブ 桑原 泰  64
 桑原 泰  

36 EARNEST TENNIS ACADEMY 永山 颯真 62  
   藤田 一颯

37 ラフ 楳木 大登  64
 楳木 大登  

38 TIP 高 悠介 64  
  藤田 一颯

39  Bye  61
  藤田 一颯  

40 ウェボテニススクール 藤田 一颯   
   豊田 亮太

41 EARNEST TENNIS ACADEMY 三宮 颯真  61
  三宮 颯真  

42  Bye   
  角町 和真

43 ラフ 角町 和真  63
  角町 和真  

44  Bye   
   豊田 亮太

45 別府クラブ 本田 章悟  63
 本田 章悟  

46 ラフ 岩本 侑大 63  
  豊田 亮太

47  Bye  62
  豊田 亮太  

48 ロケーション 豊田 亮太   
   豊田 亮太

49 EARNEST TENNIS ACADEMY 油布 航  64
  油布 航  

50  Bye   
  油布 航

51 別府クラブ 吉原 正登  63
 吉原 正登  

52 ラフ 佐藤 頼輝 61  
   油布 航

53 ロケーション 福永 啓介  75
 中村 真  

54 ラフ 中村 真 63  
  遠入 暁兜

55  Bye  64
  遠入 暁兜  

56 別府クラブ 遠入 暁兜   
   川原 功聖 [2]

57 佐伯クラブ 衛藤 健臣  63
  衛藤 健臣  

58  Bye   
  衛藤 健臣

59 MJT 寺山 航平  62
 寺山 航平  

60 ラフ 牧 拓弥 w.o  
   川原 功聖 [2]

61 NTCクラブ 穴瀬 大翔  61
 穴瀬 大翔  

62 別府クラブ 梶原 晴登 62  
  川原 功聖 [2]

63  Bye  64
  川原 功聖 [2]  

64 ラフ 川原 功聖 [2]  
  



 

14BS - 順位決定戦
  

順位 3-4
角町 和弘  
 川原 功聖 [2]
川原 功聖 [2] 63

 
順位 5-8   

吉永 千恩 [1]  
 甲斐 風治郎
甲斐 風治郎 61  
  甲斐 風治郎
藤田 一颯  75
 藤田 一颯   
油布 航 75


