
 
２０１７年度 公式戦記録（７月１日現在）                                 

札幌支部高等学校春季テニス大会 
団体戦 vs 清田 ０-2 ２R 敗退（１R シード） 

個人戦シングルス 竹田 尚広 vs 尾崎 巧（啓北商業）1-6 ２R 敗退（１R シード） 

         中村 魅人 vs 鎌田 恵太（手稲）4-6 １R 敗退 

         越智 陸斗 vs 山本 瑞希（丘珠）3-6 １R 敗退 

個人戦ダブルス  村田・宮村 vs 北川・大黒谷（大麻）6-7(４) １R 敗退 

         苗川・秋元 vs 及川・竹馬（新川）1-6 １R 敗退 

 

札幌支部高等学校テニス選手権大会 
団体戦 vs 札幌平岡 1-2 １R 敗退 

個人戦ダブルス 越智・宮村 vs 前田・藤岡（静修）６-2 １R 勝利 

              → 久保・猪熊（旭丘）0-6 ２R 敗退 

        秋元・苗川 vs 佐藤・石井（石狩翔陽）6-4 １R 勝利 

              → 小柳・広崎（札東）0-6 ２R 敗退 

個人戦シングルス 三浦 佑太 vs 久津見恒平（北広島）-3 ２R 敗退 

         望月 友輔 vs 吉澤 駿哉（白陵）6-2 ２R 勝利 

           →   vs 戸松 伶太（北嶺）5-7 ３R 敗退 

         番代 創太 vs 今井  陸（白石）3-6 ２R 敗退 

 

     個人戦シングルス 

      三浦 佑太 vs 久津見恒平（北広島）6-3 ２R 勝利 

        →   vs 新山 悠永（開成）0-6 ３R 敗退 

      望月 友輔 vs 吉澤 駿哉（白陵）6-2 ２R 勝利 

        →   vs 戸松 伶太（北嶺）5-7 ３R 敗退 

      番代 創太 vs 今井  陸（白石）3-6 ２R 敗退 

                                            

 

２．平成 29 年度北海道ジュニアテニス選手権大会地区予選 

  日時：5／5・6・7・13 

  会場：野幌運動公園・稲積公園 

  結果：シングルス １８才以下 

      田所 翔太 vs 井上  陸（稲雲）8-5 １R 勝利 

        →   vs 鈴木 陽也（北科大）8-4 ２R 勝利 

        →   vs 石田 隆将（日大）2-8 ３R 敗退 

      三浦 佑太 vs 早川 直希（ 北 ）8-1 １R 勝利 

        →   vs 長谷川南斗（稲雲）4-8 ２R 敗退 

      越智 陸斗 vs 吉川 達也（白石）8-4 １R 勝利 

        →   vs 佐藤 友紀（石狩翔陽）8-1 ２R 勝利 

        →   vs 上田 優樹（ 東 ）3-8 ３R 敗退 

      深田 晃聖 vs 明星 拓都（稲雲）W.O １R 不戦勝 

        →   vs 高橋 昴正（啓成）W.O ２R 不戦勝 

        →   vs 折戸 寛紀（藻岩）0-8 ３R 敗退 

      竹田 尚広 vs 鈴木  颯（大麻）4-8 ２R 敗退 

      原  健人 vs 吉田  克（稲雲）0-8 １R 敗退 

      森  聖斗 vs 小林 龍平（第一）8-5 １R 勝利 

        →   vs 宮﨑  陸（西陵）4-8 ２R 敗退 

      望月 友輔 vs 藤井 俊行（西陵）8-1 １R 勝利 

        →   vs 佐々木悠貴（新川）8-1 ２R 勝利 

        →   vs 小川 和希（光星）1-8 ３R 敗退 

      宮村 柊羽 vs 泉  翔太（ 南 ）6-8 ２R 敗退 

      苗川 昴祐 vs 片岡 諒人（石狩翔陽）2-8 ２R 敗退 

      佐藤 柊也 vs 前田  諒（立命館）2-8 ２R 敗退 



 
      苗川 昴祐 vs 福井 健暉（ 東 ）5-8 １R 敗退 

      中村 魁人 vs 本多 洸也（新川）8-6 １R 勝利 

        →   vs 印宮  慧（第一）4-8 ２R 敗退 

      番代 創太 vs 伊藤 高志（大麻）3-8 １R 敗退 

      秋元 瞬平 vs 小本 悠太（北広島）8-4 １R 勝利 

        →   vs 平田 智大（藻岩）7-8 ２R 敗退 

      村田  隼 vs 清水 大輔（第一）8-4 １R 勝利 

        →   vs 新田 響介（東陵）8-5 ２R 勝利 

        →   vs 竹本 吏来（旭丘）3-8 ３R 敗退 

     ダブルス １８才以下 

      佐藤 柊也 ・ 村田  隼 vs 片岡 諒人 ・ 小川 尚希（石狩翔陽）8-5 １R 勝利 

            →       vs 木藤 稜真 ・ 馬渕 明斗（平岸）7-9 ２R 敗退 

      三浦 佑太 ・ 秋元 瞬平 vs 金野 悠治 ・ 庄子 駿太（石狩翔陽）W.O １R 不戦勝 

            →       vs 久保 純喜 ・ 猪熊 峻太（旭丘）0-8 ２R 敗退 

      原  健人 ・ 松本 智也 vs 池田 快斗 ・ 辻井 優樹（白石）8-1 １R 勝利 

            →       vs 岡田 悠生 ・ 河合  歩（旭丘）4-8 ２R 敗退 

      森  聖斗 ・ 深田 晃聖 vs 石井 俊平 ・ 佐藤 友紀（石狩翔陽）1-8 １R 敗退 

      苗川 昴祐 ・ 竹田 尚広 vs 齋藤 友貴 ・ 大束  将（東商業）6-8 １R 敗退 

      中村 魁人 ・ 田所 翔太 vs 菊地 幹志 ・ 伊賀 歩夢（北広島）8-4 １R 勝利 

            →       vs 古山 寛人 ・ 久留宮 肇（日大）4-8 ２R 敗退 

      宮村 柊羽 ・ 越智 陸斗 vs 福井 健暉 ・ 古野 貴大（ 東 ）7-9 ２R 敗退 

 

５．第 72 回国民体育大会テニス競技札幌地区大会 

  日時：6／23 

  会場：モエレ沼公園 

  結果：シングルス 

      中村 魁人 vs 松田 唯汰（静修）6-4 １R 勝利 

        →   vs 梶本 拓実（北科大）0-6 ２R 敗退 

      秋元 瞬平 vs 手塚 広大（東海大）2-6 １R 敗退 

      越智 陸斗 vs 涌井 就太（ 西 ）4-6 １R 敗退 

      苗川 昴祐 vs 高橋 絋哉（ 北 ）W.O １R 不戦敗 

      田所 翔太 vs 蓮沼 亜郎（東海大）6-2 １R 勝利 

        →   vs 南  翔大（琴似）4-6 ２R 敗退 

      宮村 柊羽 vs 野際 大生（藻岩）6-4 １R 勝利 

        →   vs 西村 玲偉（北科大）1-6 ２R 敗退 

      望月 友輔 vs 上山 隼平（東海大）6-2 １R 勝利 

        →   vs 藤井 瑞貴（向陵）0-6 ２R 敗退 

      佐藤 柊也 vs 島田  知（手稲）7-6(3) １R 勝利 

        →   vs 小泉連太朗（開成）0-6 ２R 敗退 

      塚原 和輝 vs 平佐  健（新川）6-0 １R 勝利 

        →   vs 大内 瑛太（北科大）6-4 ２R 勝利 

        →   vs 西垣 友真（藻岩）2-6 ２R 敗退 

      三浦 佑太 vs 山口 昌也（ 北 ）6-3 １R 勝利 

        →   vs 金井 颯汰（清田）4-6 ２R 敗退 

 


