
Rank 所属団体  1回戦   準々決勝   準決勝   決勝   Winner 

1  71 ノア･インドアステージ  華谷 宗 [1] 

    華谷 宗 [1] 

2  147 霞ヶ関テニスパーク  斉藤 慶   60 60

    華谷 宗 [1] 

3  117 シードテニスクラブ  矢部 馨   26 64 62

    吉田 将宗 [Q] 

4  340 松原庭球倶楽部  吉田 将宗 [Q]   26 62 61 

    華谷 宗 [1] 

5  91 大磯テニスアカデミー  川口 泰明 [4]   41 41

    川口 泰明 [4] 

6  333 大磯テニスアカデミー  横山 洋一 [WC]   61 63

    片山 楓 [Q] 

7  332 敦賀気比高等学校  片山 楓 [Q]   62 63

    片山 楓 [Q] 

8  108 テニスユニバース  岩井 勇策   61 60

    華谷 宗 [1] 

9  453 スポルトテニスアカデミー  池田 朋弥 [Q]   42 41

    池田 朋弥 [Q] 

10  111 三重大学  中森 亮介   64 61

    池田 朋弥 [Q] 

11  474 ■福井県移動用  小倉 諭行 [LL]   63 75

    小倉 諭行 [LL] 

12  81 田川テニスクラブ  高田 真緒 [3]   36 76(6) 63

    竹内 健人 [2] 

13  280 関西大学  高橋 勇人 [Q]   53 40

    高橋 勇人 [Q] 

14  177 ウインズ  海野 慎吾   63 61

    竹内 健人 [2] 

15  139 フォローウインド  渡辺 晃   63 63

    竹内 健人 [2] 

16  76 テニス ハウス fun  竹内 健人 [2]   60 60

  

第5回岩淵元杯藤沢オープンテニス2019(男子:賞金なし/J1-1,女子:賞金なし/J1-1)

男子シングルス　本戦



Rank 所属団体  1回戦   準々決勝   準決勝   決勝   Winner 

1  56 プロ・フリー  古屋 美智留 [1] 

    古屋 美智留 [1] 

2  110 リコー  金井 綾香   63 64

    古屋 美智留 [1] 

3  150 マキシマムスポーツマインド  若林 直美   42 40

    池田 久美子 

4  316 モリタテニス企画  池田 久美子   67(5) 75 33 Retired 

    古屋 美智留 [1] 

5  84 J-STAP  フリアント エイミ [3, WC]   42 42

    フリアント エイミ [3, WC] 

6  120 とつかテニスクラブ  伊藤 千奈津   63 75

    倉橋 奈摘 [Q] 

7  338 アップルテニスクラブ  星野 ひとみ   14 54(3) 41

    倉橋 奈摘 [Q] 

8  名古屋グリーンテニスクラブ  倉橋 奈摘 [Q]   60 60

    古屋 美智留 [1] 

9  303 TENNIS SUPPORT”梅塾”  田邑 来未 [Q]   40 41

    姫野 ナル 

10  136 種子島医療センター  姫野 ナル   36 62 75

    姫野 ナル 

11  113 東宝調布テニスクラブ  田中 彩純   42 41

    久継 沙織 [4] 

12  91 荏原湘南スポーツセンター  久継 沙織 [4]   75 64

    力石 優衣 [2] 

13  163 Fテニス  長束 実紀   41 42

    長束 実紀 

14  428 TTU  井上 菜々未 [Q]   Walkover 

    力石 優衣 [2] 

15  374 東大宮テニスクラブ  島崎 久美子 [Q]   Retired 

    力石 優衣 [2] 

16  75 フジトミ  力石 優衣 [2]   60 60

  

女子シングルス　本戦

第5回岩淵元杯藤沢オープンテニス2019(男子:賞金なし/J1-1,女子:賞金なし/J1-1)



Rank 所属団体  1回戦   2回戦   3回戦 

1  200 テニスユニバース  松塚 宝 [1] 

    柏 祐輔 

2  334 プロ・フリー  柏 祐輔   45(1) 53 10-7

    柏 祐輔 

3  612 アルドールテニスステージ  鳥居 瑞紀   40 40

    鳥居 瑞紀 

4  439 荏原SSC  黒澤 祐貴   41 54(1)

    吉田 将宗 

5  340 松原庭球倶楽部  吉田 将宗   40 42

    吉田 将宗 

6  452 敦賀気比高等学校  平石 瑛   53 41

    吉田 将宗 

7  455 荏原湘南スポーツセンター  樋口 諒   41 40

    樋口 諒 

8  271 ACTC  中村 光孝 [7]   40 40

  

9  248 相模原グリーンテニスクラブ  吉田 慎也 [2] 

    片山 楓 

10  332 敦賀気比高等学校  片山 楓   40 40

    片山 楓 

11  375 三菱電機  山岸 圭太郎   40 53

    齋藤 大夢 

12  529 神奈川県テニス協会  齋藤 大夢   40 40

    片山 楓 

13  699 アリマーズ  土田 義樹 [A]   54(3) 42 

    浦川 和樹 

14  488 日限山テニスカレッジ  浦川 和樹   54(5) 53

    中込 颯馬 [6] 

15  302 テニスパーク湘南  藤澤 信太郎   40 42

    中込 颯馬 [6] 

16  268 ISHII TENNIS ACADEMY  中込 颯馬 [6]   40 41

  

17  254 クリエイトTA  市川 誠一郎 [3] 

    宮本 皓司 

18  547 東急あざみ野テニスガーデンテニススクール  宮本 皓司   54(4) 24 10-4

    宮本 皓司 

19  393 オレンジボール  漆原 大介   53 04 11-9

    小島 一洋 

20  373 佐々JTS  小島 一洋   41 41

    池田 朋弥 

21  504 GODAI  細山 洋平   40 41

    池田 朋弥 

22  453 スポルトテニスアカデミー  池田 朋弥   40 40

    池田 朋弥 

23  376 東京都庁  齋藤 全史   40 41

    齋藤 全史 

24  264 くにじま  大場 一樹 [5]   35 41 10-7

  

25  263 KMGテニススクール  木村 篤 [4] 

    木村 篤 [4] 

26  487 SPORTS SUNRISE  畠山 徹   40 40

    手嶋 海陽 

27  299 石井テニスアカデミー  手嶋 海陽   42 42

    手嶋 海陽 

28  331 おはよーテニス  大久保 修   40 40 

    高橋 勇人 [8] 

29  474 ■福井県移動用  小倉 諭行   14 42 11-9

    小倉 諭行 

30  458 tennis-peak  淡輪 淳五   41 41

    高橋 勇人 [8] 

31  618 アトラクトスポーツプランニング  櫛引 大資   40 41

    高橋 勇人 [8] 

32  280 関西大学  高橋 勇人 [8]   40 41

  

第5回岩淵元杯藤沢オープンテニス2019(男子:賞金なし/J1-1,女子:賞金なし/J1-1)

男子シングルス　予選



Rank 所属団体  1回戦 

1  303 TENNIS SUPPORT”梅塾”  田邑 来未 [1] 

    田邑 来未 [1] 

2   Bye    

  

3  374 東大宮テニスクラブ  島崎 久美子 [2] 

    島崎 久美子 [2] 

4   Bye    

  

5  428 TTU  井上 菜々未 [3] 

    井上 菜々未 [3] 

6   Bye    

  

7  明治神宮外苑テニスクラブ  杉山 恵玲奈 

    倉橋 奈摘 

8  名古屋グリーンテニスクラブ  倉橋 奈摘   40 40

  

第5回岩淵元杯藤沢オープンテニス2019(男子:賞金なし/J1-1,女子:賞金なし/J1-1)

女子シングルス　予選


