
男子FEED-IN コンソレーション

徳田 廉大

コンソレ準決勝・決勝 山﨑 純平 期間：4月10日（水）～4月13日（土）

山﨑 純平 83 会場 ： 名古屋市東山公園テニスセンター / 名古屋市瑞穂運動場テニスコート

 山﨑 純平

ﾄﾞﾛｰ      選手名 望月 勇希 86 ﾄﾞﾛｰ      選手名     ５,６位決定戦

2  高木　修 高木　修 望月 勇希 34  栗山　拓也 栗山 拓也 C 徳田 廉大

4  竹内士瑛伊 86 上杉 旬生 千頭 昇平 83 35  岡村　浩太 86 恒松 優也 徳田 廉大

61 上杉 旬生 85 30 恒松 優也 97 D 千頭 昇平 85
上杉 旬生 恒松 優也

6  小間　陸嗣 小間 陸嗣 97 38  行岡　翼 福尾 勇希 97
7  熊坂　拓哉 83 市川 雄大 上杉 旬生 39  福尾　勇希 83 甲斐 直登 望月 勇希

60 市川 雄大 84 W.O 26 甲斐 直登 80 85
32 小林 雅哉 57 望月 勇希

10  工藤　颯人 工藤 颯人 42  速川　渉 掛林 達樹

11  菅野　将大 83 池添 克哉 上杉 旬生 43  掛林　達樹 81 倉島 大志 望月 勇希

54 池添 克哉 81 97 21 倉島 大志 82 84
山田 健人 藤井 颯大

14  川野辺　碧 山田 健人 82 45  藤井　颯大 藤井 颯大 86
15  山田　健人 80 山田 健人 山田 健人 上杉 旬生 47  小林　季生 82 藤井 颯大 加藤 彰馬 望月 勇希

51 木村 尚史 80 80 72RET 20 髙橋　颯 84 82 85
24 野内健之介 49 加藤 彰馬

18  蝦名　昴太 向島 和嗣 46 安上 昴志 50  周藤　公貴 周藤 公貴 9 髙村 佑樹

19  向島　和嗣 82 徳田 廉大 52  山中瑠樹亜 84 周藤 公貴

48 徳田 廉大 80 13 相原 一樹 98(4)
徳田 廉大 周藤 公貴

22  渡辺　大良 日野 勇人 81 徳田 廉大 53  比嘉　理斗 門矢 和真 84 望月 勇希

23  日野　勇人 w.o 渡邉 裕輝 徳田 廉大 84 55  門矢　和真 84 門矢 和真 畠山 成冴 83
44 渡邉 裕輝 97 81 12 西村 大誠 85 81

16 島袋　将 41 畠山 成冴

25  小谷野佑太 小谷野佑太 58  藤島　航 田中 春吉

28  窪田　緑 80 小谷野佑太 徳田 廉大 59  田中　春吉 85 平山 浩大 畠山 成冴

37 神房　成仁85 85 5 平山 浩大 81 83
小谷野佑太 平山 浩大

29  髙村　烈司 髙村 烈司 83 62  坂本　光 小清水拓生 82
31  若林　龍 85 島  康輔 小谷野佑太 徳田 廉大 63  小清水拓生 85 竹田 真教 福田 真大 山佐　輝

36 島  康輔 85 81 82 3 竹田 真教 83 86 98(4)
8 矢部　馨 40 福田 真大

56 綿貫 陽介 27 山佐　輝


