
北海道・十勝オープンテニストーナメント 2019

水曜日 24 4 2019
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

1 2 3 4

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  

    

川上 倫平 (あきやま病院) [1] 田代 悠雅 (トップラン) [4] 安田 純 (エヌ・プランニング) 松﨑 勇太郎 (イカイ) 

vs. vs. vs. vs. 

梅岡 優大 (ノア･インドアステージ) 尾山 翼 (三友スポーツマネジメント) 尾島 萌杜 (Team Win) 細谷 元基 (自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ) [6] 

    

    

Not Before 11:15 Not Before 11:15 Not Before 11:15 Not Before 11:15 

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  

    

秋本 恭幸 (JR北海道) 中西 聖也 (プロ・フリー) 華谷 宗 (ノア･インドアステージ) 松田 龍樹 (近畿大学) [5] 

vs. vs. vs. vs. 

竹内 健人 (テニス ハウス fun) 小林 歩実 (JR北海道) 濱中 重宏 (ひばりヶ丘新豊テニスクラブ) 高田 真緒 (田川テニスクラブ) 

    

    

Not Before 12:30 Not Before 12:30 Not Before 12:30 Not Before 12:30 

3 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  

    

伊藤 澪央 (京王赤城アカデミー) 広川 裕太 (ビッグK) 原田 将来 (ACT) 中森 亮介 (三重大学) 

vs. vs. vs. vs. 

羽生沢 哲朗 (テニスユニバース) 川口 泰明 (大磯テニスアカデミー) 谷野 和也 (京王赤城アカデミー) 栗田 健太 (テニスユニバース) 

    

    

Not Before 13:45 Not Before 13:45 Not Before 13:45 Not Before 13:45 

4 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  

    

福田 勝志 (LUCENT ATHLETE WORKS) [8] 入谷 涼太 (テニスハウスfun) 高橋 勇人 (関西大学) 楠原 悠介 (法政大学) 

vs. vs. vs. vs. 

上杉 哲平 (テニスユニバース) 小野田 賢 (あきやま病院) [7] 小ノ澤 新 (イカイ) [3] 鈴木 昂 (エキスパートパワーシズオカ) [2] 

    

    

Not before 15:00, Court TBA Not before 15:00, Court TBA   

5 男子ダブルス  R1  男子ダブルス  R1    

栗田 健太 (テニスユニバース) / 千葉 大 (Team REC) /   

羽生沢 哲朗 (テニスユニバース) 川口 泰明 (大磯テニスアカデミー)   

vs. vs.   

観野 凌雅 (帯広ウイング) / 正源 悠翔 (北科大高) /   

長峯 大揮 (ライジング) 若狭 蘭丸 (北科大高)   

    



北海道・十勝オープンテニストーナメント 2019

木曜日 25 4 2019
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

1 2 3 4

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

1 男子シングルス  R16 男子シングルス  R16 男子シングルス  R16 男子シングルス  R16

    

川上 倫平 (あきやま病院) [1] 濱中 重宏 (ひばりヶ丘新豊テニスクラブ) 田代 悠雅 (トップラン) [4] 原田 将来 (ACT)

vs. vs. vs. vs.

竹内 健人 (テニス ハウス fun) 小野田 賢 (あきやま病院) [7] 中西 聖也 (プロ・フリー) 小ノ澤 新 (イカイ) [3]

    

    

Not Before 11:15 Not Before 11:15 Not Before 11:15 Not Before 11:15

2 男子シングルス  R16 男子シングルス  R16 男子シングルス  R16 男子シングルス  R16

    

松田 龍樹 (近畿大学) [5] 尾島 萌杜 (Team Win) 上杉 哲平 (テニスユニバース) 栗田 健太 (テニスユニバース)

vs. vs. vs. vs.

広川 裕太 (ビッグK) 松﨑 勇太郎 (イカイ) 伊藤 澪央 (京王赤城アカデミー) 楠原 悠介 (法政大学)

    

    

Not Before 13:00 Not Before 13:00 Not Before 13:00 Not Before 13:00

3 男子ダブルス  R16 男子ダブルス  R16 男子ダブルス  R16 男子ダブルス  R16

永沼 和也 (荏原湘南スポーツセンター) / 川上 倫平 (あきやま病院) / 濱中 重宏 (ひばりヶ丘新豊テニスクラブ) / 小ノ澤 新 (イカイ) /

竹内 健人 (テニス ハウス fun) 高田 真緒 (田川テニスクラブ) 秋本 恭幸 (JR北海道) [4] 小野田 賢 (あきやま病院) [1]

vs. vs. vs. vs.

福田 勝志 (LUCENT ATHLETE WORKS) [3]
/ 衣笠 晃 (インターナショナルスポーツ) / 小林 歩実 (JR北海道) / 中西 聖也 (プロ・フリー) /

華谷 宗 (ノア･インドアステージ) 長内 亮太 (ノアインドアステージ名谷) 高島 陸 (スウィング89) 梅岡 優大 (ノア･インドアステージ)

    

Not before 14:15, Court TBA Not before 14:15, Court TBA Not before 14:15, Court TBA Not before 14:15, Court TBA

4 男子ダブルス  R16 男子ダブルス  R16 男子ダブルス  R16 男子ダブルス  R16

栗田 健太 (テニスユニバース) / 伊藤 澪央 (京王赤城アカデミー) / 広川 裕太 (ビッグK) / 原田 将来 (ACT) /

羽生沢 哲朗 (テニスユニバース) 吉田 元樹 (TTC) 石川 頌季 (HOS TENNIS) 流 一馬 (朝里クラッセホテルTS)

vs. vs. vs. vs.

中森 亮介 (三重大学) / 千葉 大 (Team REC) / 松田 龍樹 (近畿大学) / 松﨑 勇太郎 (イカイ) [2] /

田之上 晴樹 (テニスハウスfun) 川口 泰明 (大磯テニスアカデミー) 楠原 悠介 (法政大学)
鈴木 昂 (エキスパートパワーシズオ

カ)

    



北海道・十勝オープンテニストーナメント 2019

金曜日 26 4 2019
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

1 2 3 4

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

1 男子シングルス  QF 男子シングルス  QF 男子シングルス  QF 男子シングルス  QF

    

川上 倫平 (あきやま病院) [1] 松田 龍樹 (近畿大学) [5] 田代 悠雅 (トップラン) [4] 上杉 哲平 (テニスユニバース)

vs. vs. vs. vs.

小野田 賢 (あきやま病院) [7] 小ノ澤 新 (イカイ) [3] 松﨑 勇太郎 (イカイ) 楠原 悠介 (法政大学)

    

    

Not Before 13:00 Not Before 13:00 Not Before 13:00 Not Before 13:00

2 男子ダブルス  QF 男子ダブルス  QF 男子ダブルス  QF 男子ダブルス  QF

小ノ澤 新 (イカイ) / 栗田 健太 (テニスユニバース) / 松田 龍樹 (近畿大学) /
濱中 重宏 (ひばりヶ丘新豊テニスク

ラブ) /

小野田 賢 (あきやま病院) [1] 羽生沢 哲朗 (テニスユニバース) 楠原 悠介 (法政大学) 秋本 恭幸 (JR北海道) [4]

vs. vs. vs. vs.

川上 倫平 (あきやま病院) /
福田 勝志 (LUCENT ATHLETE

WORKS) [3] / 松﨑 勇太郎 (イカイ) [2] / 伊藤 澪央 (京王赤城アカデミー) /

高田 真緒 (田川テニスクラブ) 華谷 宗 (ノア･インドアステージ)
鈴木 昂 (エキスパートパワーシズ

オカ) 吉田 元樹 (TTC)

    



北海道・十勝オープンテニストーナメント 2019

土曜日 27 4 2019
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

1 2

Starting at 10:00 Starting at 10:00

1 男子シングルス  SF 男子シングルス  SF

  

小野田 賢 (あきやま病院) [7] 小ノ澤 新 (イカイ) [3]

vs. vs.

田代 悠雅 (トップラン) [4] 楠原 悠介 (法政大学)

  

  

Not Before 13:00 Not Before 13:00

2 男子ダブルス  SF 男子ダブルス  SF

小ノ澤 新 (イカイ) /
福田 勝志 (LUCENT ATHLETE WORKS)

/

小野田 賢 (あきやま病院) [1] 華谷 宗 (ノア･インドアステージ) [3]

vs. vs.

濱中 重宏 (ひばりヶ丘新豊テニスクラブ) [4]
/ 松田 龍樹 (近畿大学) /

秋本 恭幸 (JR北海道) 楠原 悠介 (法政大学)

  



北海道・十勝オープンテニストーナメント 2019

日曜日 28 4 2019
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

2

Starting at 10:00

男子シングルス  Final

 

小野田 賢 (あきやま病院) [7]

vs.

楠原 悠介 (法政大学)

 

 

Not Before 13:00

男子ダブルス  Final

小ノ澤 新 (イカイ) /

小野田 賢 (あきやま病院) [1]

vs.

松田 龍樹 (近畿大学) /

楠原 悠介 (法政大学)
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