
2020１年生大会(A)

2020 8 01 (土)
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

1 2 17 18

Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00

1 男子シングルス  R32 男子シングルス  R32 男子シングルス  R32 男子シングルス  R32

    

南 勇也 笠井 理久 中田 恭輔 三浦 遼珂

vs. vs. vs. vs.

佐伯 隆史 四十万 颯治 関口 丈琉 南 宙輝

    

    

Followed by Followed by Followed by Followed by

2 男子シングルス  R32 男子シングルス  R32 男子シングルス  R32 男子シングルス  R32

    

高橋 英斗 國米 隆聖 仲川 周我 堀岡 航

vs. vs. vs. vs.

西田 結太 留田 啓太郎 笠井 麟太郎 川上 翔

    

    

Followed by Followed by Followed by Followed by

3 男子シングルス  R32 男子シングルス  R32 女子シングルス  R16 女子シングルス  R16

    

川浦 悠貴 北川 樹 尾山 倭子 [1] 九重 咲穂

vs. vs. vs. vs.

上田 悠陽 岩田 蓮音 宇野 りりあ 正村 逢愛

    

    

Followed by Followed by Followed by Followed by

4 男子シングルス  R16 男子シングルス  R16 女子シングルス  R16 女子シングルス  R16

 笠井 理.   

高崎 昊大 [1] or 四十万 颯. 山森 姿月 [3] 山本 美華

vs. vs. vs. vs.

南 勇. 中田 恭. 河井 楓果 竹田 華菜

or 佐伯 隆. or 関口 丈.   

    

Followed by Followed by Followed by Followed by

5 男子シングルス  R16 男子シングルス  R16 女子シングルス  R16 女子シングルス  R16

    

重𠮷 十維 [4] 林 真央 大屋 香乃 屋宜 優伽

vs. vs. vs. vs.

三浦 遼. 高橋 英. 米田 あい 金田 侑奈 [4]

or 南 宙. or 西田 結.   

    

Followed by Followed by Followed by Followed by

6 男子シングルス  R16 男子シングルス  R16 女子シングルス  R16 女子シングルス  R16

國米 隆. 堀岡 航.   

or 留田 啓. or 川上 翔. 谷渡 友楽 梅澤 瑠奈

vs. vs. vs. vs.

仲川 周. 中山 裕也 [3] 塚原 璃奈 井關 麻央 [2]

or 笠井 麟.    

    



Followed by Followed by Followed by Followed by

7 男子シングルス  R16 男子シングルス  R16 女子シングルス  QF 女子シングルス  QF

川浦 悠. 北川 樹. 尾山 倭. 山森 姿.

or 上田 悠. or 岩田 蓮. or 宇野 り. or 河井 楓.

vs. vs. vs. vs.

細見 一樹 吉田 圭佑 [2] 九重 咲. 山本 美.

  or 正村 逢. or 竹田 華.

    

Followed by Followed by Followed by Followed by

8 男子シングルス  QF 男子シングルス  QF 女子シングルス  QF 女子シングルス  QF

高崎 昊. 重𠮷 十. 大屋 香. 谷渡 友.

or ?? or ?? or 米田 あ. or 塚原 璃.

vs. vs. vs. vs.

?? 林 真. 屋宜 優. 梅澤 瑠.

or ?? or ?? or 金田 侑. or 井關 麻.

    

Followed by Followed by Followed by Followed by

9 男子シングルス  QF 男子シングルス  QF 女子シングルス  SF 女子シングルス  SF

?? ?? ?? ??

or ?? or 細見 一. or ?? or ??

vs. vs. vs. vs.

?? ?? ?? ??

or 中山 裕. or 吉田 圭. or ?? or ??

    

Followed by Followed by Followed by  

10 男子シングルス  SF 男子シングルス  SF 女子シングルス  Final  

?? ?? ??  

or ?? or ?? or ??  

vs. vs. vs.  

?? ?? ??  

or ?? or ?? or ??  

    

 Followed by   

11  男子シングルス  Final   

 ??   

 or ??   

 vs.   

 ??   

 or ??   

    


