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所属団体 Round 1

1 金沢辰巳丘高 小野 晃広  [1]
2 金沢市立工業高 東野 博優
3 県立工業高 絈野 将平
4 遊学館高 遠藤 みらい
5 松任高 山田 和弥
6 小松工業高 米一 翔生
7 県立工業高 安井 零
8 遊学館高 高畠 佑太  [14]
9 県立工業高 西尾 そら  [9]

10 小松工業高 鶴田 瑛己
11 遊学館高 苗代田 龍之介
12 金沢市立工業高 山田 恭輔
13 松任高 関野 将一
14 遊学館高 北村 快人
15 県立工業高 今川 拓海
16 小松工業高 谷口 樹  [7]
17 小松工業高 新家 嵩之  [4]
18 松任高 長谷川 純也
19 県立工業高 秋野 空良
20 遊学館高 峰 真翔
21 小松工業高 埴生 凜
22 遊学館高 村上 雅哉
23 金沢市立工業高 三浦 匡登
24 県立工業高 井野 太陽  [16]
25 県立工業高 藤木 紅葉  [10]
26 遊学館高 吉本 竜真
27 松任高 上田 祐己
28 遊学館高 本田 泰盛
29 小松工業高 唐笠 琉真
30 金沢市立工業高 出村 海斗
31 県立工業高 橋本 龍
32 遊学館高 松井 大知  [8]
33 県立工業高 大谷 拓  [6]
34 遊学館高 中嶋 智規
35 小松工業高 益田 大地
36 遊学館高 吉田 昂平
37 県立工業高 福山 裕大
38 松任高 居村 翔矢
39 金沢市立工業高 川原 龍馬
40 遊学館高 高橋 朋也  [12]
41 県立工業高 守屋 勇佑  [15]
42 松任高 井沢 明日風
43 小松工業高 水口 玲音
44 遊学館高 砺波 優人
45 小松工業高 北 勇人
46 遊学館高 飯田 春輝
47 県立工業高 西村 冠馬
48 金沢市立工業高 北村 勇樹  [3]
49 松任高 鍋谷 昂太  [5]
50 県立工業高 松平 壱
51 遊学館高 山端 一雄
52 金沢市立工業高 勢藤 弓弦
53 小松工業高 根上 優輝
54 県立工業高 真島 壮瑠
55 金沢市立工業高 西田 悠真
56 遊学館高 板坂 滉太  [11]
57 県立工業高 西田 大騎  [13]
58 遊学館高 宮田 理輝
59 遊学館高 西川 颯人
60 松任高 村下 真斗
61 県立工業高 西村 拓海
62 金沢市立工業高 高畠 太陽
63 遊学館高 西倉 輝竜
64 小松工業高 川口 竣奨  [2]

Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final

# シード 選手

1 小野 晃広

2 川口 竣奨

3 北村 勇樹

4 新家 嵩之

5 鍋谷 昂太

6 大谷 拓

7 谷口 樹

8 松井 大知

9 西尾 そら

10 藤木 紅葉

11 板坂 滉太

12 高橋 朋也

13 西田 大騎

14 高畠 佑太

15 守屋 勇佑

16 井野 太陽

# 補欠 Replacing ドロー 日時

 Last Direct Acceptance

ドロー 立会い

署名

2018年7月2日

河合　康典

紺谷　和生

日本テニス協会から指定の　「Tennis
Tournament Planner （テニストーナメントプラ
ンナー）」というソフトウェアを使用してドロー
作成しています。同一ポイントの選手のシー
ド、および、シード位置、BYEの位置などを含
むドローはすべて、このトーナメントプラン
ナーを使用して、ドロー会議にて抽選された
結果です。


