
グリーン首都圏オープンクリスマスカップ2019(男子：賞金50万円/J1-2、女子：賞金50万円/J1-2)

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

選手登録番
号 St. Rank 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
M19574  46 伊予銀行 弓立 祐生 [1]

1 M21374  25 伊予銀行 河野 優平 弓立 祐生 [1]
M51446  247 日本大学 小川 正統 河野 優平

2 M21885   東京都テニス協会 細川 泰輝 6-1 6-2 佐々木 健吾
M18204 Q  トワークス 加藤 隆聖  川島 颯

3 M51212  148 大阪成蹊大学 有村 雄治 佐々木 健吾 6-3 6-4
M132986  197 慶應義塾大学 佐々木 健吾 川島 颯  

4 M52651  152 慶應義塾大学 川島 颯 6-0 6-1 佐々木 健吾
M21457  271 JWSA 平松 晋之祐 [4]  川島 颯

5 M21601  61 トップラン 田代 悠雅 平松 晋之祐 [4] 6-3 6-3
M51747 Q  ザ 小松 渓太郎 田代 悠雅  

6 M52500   ザ 小林 凌輔 6-1 6-0 平松 晋之祐 [4]
M21379  389 球部 春山 慶太  田代 悠雅

7 M51101  389 慶應義塾大学 本郷 荘一朗 春山 慶太 6-2 6-3
M155084 LL  大島フラワーTG 岡嶋 巧 本郷 荘一朗  

8 M133001   東洋学園大学 岡嶋 惇 7-6(3) 6-3 大塚 健太郎 [3]
M51401 Q 721 桜台テニスクラブ 福井 裕貴  飯野 翔太

9 M52603   体名が見つからな 福山 宗志 三井 優太 6-3 6-7(6) ［14-12］
M52160  133 上武大学 三井 優太 青木 源  

10 M129022  347 上武大学 青木 源 6-0 6-0 大塚 健太郎 [3]
M21183  560 ロイヤルSCTA 山中 恭兵  飯野 翔太

11 M50872  188 日本大学 本村 豪基 大塚 健太郎 [3] 6-0 6-4
M50610  62 伊予銀行 大塚 健太郎 [3] 飯野 翔太  

12 M16377  44 伊予銀行 飯野 翔太 6-2 6-3 大塚 健太郎 [3]
M17379 Q 320 ザ 内藤 隼  飯野 翔太

13    ザ 新谷 慎一郎 吉本 優太 6-1 4-6 ［11-9］
M52458 WC 218 慶應義塾大学 吉本 優太 藤岡 仁  

14 M52295  223 慶應義塾大学 藤岡 仁 6-1 6-0 増田 健吾
M132708   早稲田大学 増田 健吾  畠山 尚

15 M131215  192 早稲田大学 畠山 尚 増田 健吾 w.o.
M20041  35 伊予銀行 坂井 勇仁 [2] 畠山 尚  



16 M51653  49 あきやま病院 川橋 勇太 w.o.
     
    

グリーン首都圏オープンクリスマスカップ2019(男子：賞金50万円/J1-2、女子：賞金50万円/J1-2)

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

選手登録番
号 St. Rank 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
F11728 81 プロ・フリー 宗 公美 [1]

1 F10147 59 伊予銀行 長谷川 茉美 宗 公美 [1]
   長谷川 茉美

2    Bye 1 宗 公美 [1]
F11765 226 関西大学 桐山 陽菜 長谷川 茉美

3 F60204 121 明治大学 稲葉 あす果 桐山 陽菜 6-4 7-6(5)
F50065 240 山梨学院大学 北村 紗香 稲葉 あす果

4 F50904 163 山梨学院大学 原田 真実子 4-2 4-1 宮田 杏香
F11560 73 テニスユニバース 尾関 彩花 [3] 西本 聖良

5 F11559 94 島津製作所 押野 紗穂 尾関 彩花 [3] 3-6 6-2 [10-8]
F53678 169 相生学院高等学校 松下 菜々 押野 紗穂

6 F51041 132 江坂テニスセン 眞鍋 楓果 4-0 3-5 [10-5] 宮田 杏香
F11043 114 姫路大学 宮田 杏香 西本 聖良

7 F50516 109 姫路大学 西本 聖良 宮田 杏香 6-4 6-3
F50800 138 リビエラ逗子 吉川 ひかる 西本 聖良

8 F60140  YSC 池田 涼子 4-1 4-1 板谷 里音 [4]
F50532 118 姫路大学 堺 愛結 首藤 みなみ

9 F50723 113 姫路大学 田中 菜冴美 堺 愛結 6-1 6-2
F52942 343 山梨学院大学 浅井 紀乃 田中 菜冴美

10 F50333 318 山梨学院大学 鈴木 優 4-2 4-2 板谷 里音 [4]
F690747  レイムテニスセン 達城 美奈 首藤 みなみ

11 F690795  ※その他 （所属団 齋藤 幸穂 板谷 里音 [4] 6-2 7-6(4)
F50520 WC 133 日本大学 板谷 里音 [4] 首藤 みなみ

12 F08684 61 スポーツクリエイト 首藤 みなみ 4-0 4-0 板谷 里音 [4]
F50705 112 明治大学 吉田 明日香 首藤 みなみ

13 F52782 115 志津テニスクラブ 山崎 郁美 吉田 明日香 6-4 6-4
F50620  コートピア大泉テニ 大橋 由奈 山崎 郁美

14 F52824 232 関西大学 齊藤 ななみ 5-4(2) 4-1 吉田 明日香
   山崎 郁美

15    Bye 2 古屋 美智留 [2] 6-2 6-4
F09757 82 プロ・フリー 古屋 美智留 [2] 長船 香菜子



16 F10830 72 テニスユニバース 長船 香菜子


