平成 26 年 8 月 13 日

平成 26 年度

全日本大学対抗テニス王座決定試合

北海道地区予選

≪男子初日≫
男子 vs 旭医大 計 8-1 ○
D1 長竹(4 年目)・多賀(2 年目)

vs 宮澤・室谷 6-2,6-4 ◯

D2 鈴木慶（3 年目）
・村田（2 年目）vs 牧野・北澤 6-0,6-0 ◯
D3 柴田(2 年目)・井戸垣(1 年目) vs 澤野・津田
S1 井戸垣

vs 澤野 5-4 RET ◯

S2 柴田

vs 小泉 6-0,6-2 ◯

S3 長竹

vs 牧野 6-1,6-1 ◯

S4 村田

vs 宮澤 4-6,6-2,7-5 ◯

S5 鈴木慶

vs 室谷 6-2,6-0 ◯

6-2,6-4 ◯

S6 菊地(2 年目)vs 津田 6-4,4-6,1-6 ×

≪男子 2 日目≫
男子 vs 札大 計 5-4 ○
D1 長竹(4 年目)・多賀(2 年目)vs 細川・伏田 6-4,2-6,1-6 ×
D2 鈴木(3 年目)・村田(2 年目)vs 中川・長谷川 6-2,6-0 ○
D3 柴田(2 年目)井戸垣(1 年目)vs 梅木・徳光 6-0,6-0 ○
S1 井戸垣 vs 細川 6-7(5),6-7(5) ×
S2 柴田 vs 中川 6-4,4-6,6-2 ○
S3 長竹 vs 伏田 1-6,0-6 ×
S4 村田 vs 長谷川 6-2,6-0 ○
S5 鈴木慶 vs 徳光 6-1,6-1 ○
S6 納谷(4 年目)vs 梅木 3-6,4-6 ×

≪男子最終日≫
男子 vs 学園大

計 4-5 ×

D1 長竹(4 年目)・多賀(2 年目)vs 田中・齋藤 2-6,3-6 ×
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D2 鈴木(3 年目)・村田(2 年目)vs 渡辺・今津 6-3,6-7(4),4-6 ×
D3 柴田(2 年目)井戸垣(1 年目)vs 須田・大江 6-4,4-6,6-2 ○
S1 井戸垣 vs 田中 3-6,6-2,4-6 ×
S2 柴田 vs 藪中 4-6,6-2,6-1 ○
S3 長竹 vs 足立 5-7,1-6 ×
S4 村田 vs 須田 6-0,6-2 ○
S5 鈴木慶 vs 大江 7-5,6-2 ○
S6 菊地(2 年目)vs 齋藤 1-6,2-6 ×
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≪女子初日≫
女子 vs 旭医大 計 5-0 ○
D1 土屋(2 年目)・高橋(2 年目)vs 大金・大原 6-0,6-2 ◯
D2 小杉（3 年目)・奥田(2 年目)vs 伊藤・飯沼 6-4,6-3 ◯
S1 土屋 vs 大金 6-0,6-0 ◯
S3 小杉 vs 小林 7-5,6-4 ◯
S3 高橋 vs 大原 6-4,6-2 ◯

≪女子 2 日目≫
女子 vs 岩教大

計 5-0 ○

D1 土屋(2 年目)・高橋(2 年目)vs 柏木・齋藤 6-1,6-1 ○
D2 小杉(3 年目)・奥田(2 年目)vs 早川・岡 7-6(3),6-3 ○
S1 土屋 vs 早川 6-0,6-0 ○
S2 小杉 vs 柏木 6-1,6-2 ○
S3 高橋 vs 齋藤 6-0,6-2 ○

≪女子最終日≫
女子 vs 北翔大 計 4-1 ○
D1 土屋(2 年目)・高橋(2 年目)vs 織田・大塚 6-4,6-3 ○
D2 小杉(3 年目)・奥田(2 年目)vs 日原・菊地 6-7(4),6-4,6-2 ○
S1 土屋 vs 織田 6-3,6-1 ○
S2 小杉 vs 菊地 6-0,6-2 ○
S3 高橋 vs 大塚 3-6,5-7 ×
以下余白
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