
第40回札幌テニス選手権大会（男子:賞金なし	  /J1-‐2、女子:賞金なし	  /J1-‐2）

男子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. ランキング 所属団体 Round	  1 Round	  2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    	  

1 M18871  95
クレールインドアテニススクー
ル 稲見	  博史	  [1] 	  

     稲見	  博史	  [1]
2     Bye  	  

      稲見	  博史	  [1]
3     Bye  6-0 7-5

     岩間 悠  
4 M51429   T.P.JOY 岩間 悠  	  

      秋本	  恭幸	  [6]

5 M21064  1051 WAVE TENNIS SCHOOL 平岡 世理隆  6-3 6-3
     平岡 世理隆  

6 M50852  679 テニスユニバース 岩本 遼太郎 6-4 6-2 	  

      秋本	  恭幸	  [6]
7     Bye 	   6-0 6-3

    	   秋本	  恭幸	  [6]  

8 M18499  142 JR北海道 秋本	  恭幸	  [6]  	  

    	    秋本	  恭幸	  [6]

9 M05657  120 フォローウインド 渡辺	  晃	  [3] 	   6-1 6-2

     渡辺	  晃	  [3]  
10     Bye  	  

      渡辺	  晃	  [3]
11     Bye  6-2 6-0

     山﨑 裕通  
12 M20478  154 M.T.Lab 山﨑 裕通   

      山崎 星哉
13 M21657  685 ウィング 山崎 星哉  w.o.

     山崎 星哉  
14 M51389   Line's collect・TT 小林 冬依 6-2 6-2  

      山崎 星哉
15     Bye 	   6-1 6-2

    	   田中	  裕也	  [7]  

16 M05159  147 JR北海道 田中	  裕也	  [7]  	  

    	    秋本	  恭幸	  [6]

17 M16916  140 霞ヶ関テニスパーク 斉藤	  慶	  [5] 	   6-1 6-3

     斉藤	  慶	  [5]  
18     Bye   

      武田 芳明
19     Bye  6-0 6-0

     武田 芳明  
20 M11047  268 JR北海道 武田 芳明  	  

      後藤	  晶	  [4]

21 M20386  345 フリー 柳原 一輝  6-4 6-2
     柳原 一輝  

22     Bye  	  

      後藤	  晶	  [4]
23     Bye 	   6-0 6-1

    	   後藤	  晶	  [4]  

24 M15225  136 国士舘大学 後藤	  晶	  [4]  	  

    	    原田　	  将来	  [2]

25 M06770  152 三菱電機 山岸	  圭太郎	  [8] 	   6-1 7-5

     山岸	  圭太郎	  [8]  
26     Bye   

      藤森 和哉
27     Bye  6-0 6-0

     藤森 和哉  
28 M20598  161 荏原湘南スポーツセンター 藤森 和哉  	  

      原田　	  将来	  [2]

29 M50195  584 WAVE TENNIS SCHOOL 吉岡 大哉  6-4 7-5
     久保井 恭  

30     久保井 恭 6-3 7-6(3) 	  

      原田　	  将来	  [2]
31     Bye 	   2-6 6-3 6-2

    	   原田　	  将来	  [2]  

32 M11050  102 ACT 原田　	  将来	  [2]  



第40回札幌テニス選手権大会（男子:賞金なし	  /J1-‐2、女子:賞金なし	  /J1-‐2）

女子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. ランキング 所属団体 Round	  1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    	  

1 F04809  85 西川口テニスクラブ 佐藤	  朝子	  [1] 	  

     佐藤	  朝子	  [1]
2     Bye  	  

      佐藤	  朝子	  [1]

3 F50596   ヴェルデテニスクラブ 三浦 萌香  6-3 7-5
     小林 果蓮  

4 F50550   Line's collect・TT 小林 果蓮 w.o. 	  

    	    佐藤	  朝子	  [1]

5 F08906  98 オフィス･ワキ 奥田	  順子	  [4] 	   2-6 6-2 7-5

     奥田	  順子	  [4]  
6     Bye   

      木津 千草
7     Bye  6-1 6-0

     木津 千草  
8 F07354  105 TENNIS SUNRISE 木津 千草  	  

      秋山　みなみ	  [3]

9 F09385  167 湘南平テニスクラブ 鈴木 玲子  6-3 6-3
     鈴木 玲子  

10     Bye  	  

      秋山　みなみ	  [3]
11     Bye 	   w.o.

    	   秋山　みなみ	  [3]  

12 F09742  94 Ｆテニス 秋山　みなみ	  [3]  	  

      秋山　みなみ	  [3]

13 F50250  609 ヴェルデテニスクラブ 西榎田 たま枝  2-6 6-3 6-1
     西榎田 たま枝  

14     Bye  	  

      浜中	  花梨	  [2]
15     Bye 	   6-0 6-0

    	   浜中	  花梨	  [2]  

16 F03725  90 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 浜中	  花梨	  [2]  
     
    



第40回札幌テニス選手権大会（男子:賞金なし	  /J1-‐2、女子:賞金なし	  /J1-‐2）

男子ダブルス　
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録

番号 St. ランキング 所属団体 Semifinals Final 勝者

 119 JR北海道 武田　芳明

1  105 JR北海道 秋本　恭幸 ｃ

  尚志学園 小林　歩実 秋本　恭幸

2   尚志学園 高島　陸 75　06 10-7 武田　芳明

  
Line's collect・
TT 伊藤　周平  秋本　恭幸

3   
Line's collect・
TT 小林　冬依 田中　裕也

83

 124 JR北海道 田中　裕也 久保井　恭  

4   
Line's collect・
TT 久保井　恭

64　76（2）

     
    

(Exhibition Match)
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