平成２７年度

北海道学生テニストーナメント（春大）

試合結果

Ⅰ. 総括
本戦１勝以上の戦績を掲載しています。名前の後の数字は年目を表しています。
≪男子シングルス≫
優勝

井戸垣(2)

4強

鈴木慶(4)

8強

千村(2)

16 強

池田侑(4)

32 強

高桑(3) 柴田(3) 岩田(3) 村田(3)

≪男子ダブルス≫
優勝

小林(1)・井戸垣(2)

8強

阿部・田中稔(3)

16 強

柴田・村田(3)

船水(4)・吉田(2) 池田侑(4)・高桑(3) 堀池・千村(2)

≪女子シングルス≫
優勝

土屋(3)

4強

高橋(3)

8強

小杉(4)

16 強

尾崎(3) 酒井(3)

≪女子ダブルス≫
4強

高橋・奥田(3) 土屋・尾崎(3)

Ⅰ. 詳細
ラウンド毎の試合結果を掲載します。
≪男子シングルス 1 回戦≫
堀池(2)vs 大津(学園大) 1-6,4-6

敗退

菊池(3)vs 田中(学園大) 5-7,7(4)-6,5-7
高桑(3)vs 安藤(北大歯) 6-0,6-1

勝利

千村(2)vs 津田(旭医大) 6-1,6-3

勝利

吉田(2)vs 村田(室工大) 1-6,6-3,4-6
池田侑(4)vs 木下(学園大) 6-2,6-4

敗退

敗退
勝利
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柴田(3)vs 三浦(学園大) 6-3,6-3

勝利

田中稔(3)vs 竹ノ内(樽商大) 0-6,6-4,2-6
鈴木慶(4)vs 徳光(札大) 6-0,6-0

勝利

岩田(3)vs 明田(国際大) 6-2,6-3

勝利

多賀(3)vs 渡邊(国際大) 3-6,1-6

敗退

村田(3)vs 小川(北大医) 7-5,6-3

勝利

阿部(3)vs 熊田(北翔大) 0-6,3-6

敗退

敗退

鈴木良(4)vs 奥山(北大医) 4-6,2-6

敗退

井戸垣(2)vs 駒井(北大医) 6-0,6-1

勝利

≪男子シングルス 2 回戦≫
千村(2)vs 高桑(3)

6-7(8),6-1,6-4

池田侑(4)vs 岡田(情報大)

千村の勝利

6-2,6-1 勝利

柴田(3)vs 堀江(北医療) 4-6,6-3,6-7(4)

敗退

鈴木慶(4)vs 下坪(北医療) 6-2.6-2

勝利

岩田(3)vs 渡邊(国際大) 2-6,6-7(3)

敗退

村田(3)vs 熊田(北翔大) 6-1,3-6,2-6
井戸垣(2)vs 奥山(北大医) 6-2,6-0

敗退
勝利

≪男子シングルス 3 回戦≫
千村(2)vs 藤江(札医大) 3-6,7-5,6-3
池田侑(4)vs 村田(室工大) 2-6,4-6

勝利
敗退

鈴木慶(4)vs 竹ノ内(樽商大) 7-5,6-1
井戸垣(2)vs 熊田(北翔大) 6-0,6-3

勝利
勝利

≪男子シングルス準々決勝≫
千村(2)vs 平岡(北翔大) 3-6,7-5,6-7(3)

敗退

鈴木慶(4)vs 古川(室工大) 6-0,3-6,6-3

勝利

井戸垣(2)vs 中郡(帯畜大) 6-0,6-1

勝利

≪男子シングルス準決勝≫
鈴木慶(4)vs 井戸垣(2)

7-5,6-3

井戸垣の勝利

≪男子シングルス決勝≫
井戸垣(2)vs 斎藤(学園大) 6-4,6-2

勝利
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≪男子ダブルス 1 回戦≫
柴田・村田(3)vs 鎌田・岡崎(北大医)

6-1,6-1 勝利

井戸垣(2)・小林(1)vs 木下・三浦(学園大) 6-2,6-3 勝利
菊池・真鍋(3)vs 大江・足立(学園大)

4-6,3-6 敗退

船水(4)・吉田(2)vs 平・渡辺(酪農大)

6-2,3-6,10-4 勝利

岩田(3)・渡辺(2)vs 細川・長谷川(札大) 3-6,5-7 敗退
池田侑(4)・高桑(3)vs 佐藤・高氏(学園大) 6-3,6-1 勝利
阿部・田中(3)vs 岡田・田村(情報大・北大水)

4-6,6-4,10-6 勝利

鈴木慶(4)・多賀(3)vs 堀江・竹村(北医療) 6-3,5-7,4-10 敗退
堀池・千村(2)vs 木暮・山本(酪農大)

6-0,6-4 勝利

≪男子ダブルス 2 回戦≫
柴田・村田(3)vs 井戸垣(2)・小林(1)

6-2,6-3 で井戸垣・小林ペアの勝利

船水(4)・吉田(2)vs 大江・足立(学園大)

4-6,2-6 敗退

池田侑(4)・高桑(3)vs 杉本・平岡(北翔大) 4-6,6-7(6) 敗退
阿部・田中(3)vs 堀江・竹村(北医療)

6-7(8),7-6(2),10-8 勝利

堀池・千村(2)vs 吉田・熊田(札学・北翔大) 4-6,6-3,10-12 敗退
≪男子ダブルス準々決勝≫
井戸垣(2)・小林(1)vs 田中・斎藤(学園大) 7-6(5),6-3 勝利
阿部・田中(3)vs 杉本・平岡(北翔大)

1-6,3-6 敗退

≪男子ダブルス準決勝≫
井戸垣(2)・小林(1)vs 大江・足立(学園大) 6-3,6-2 勝利
≪男子ダブルス決勝≫
井戸垣(2)・小林(1)vs 真名井・明田(国際大) 勝利

≪女子シングルス 1 回戦≫
土屋(3)vs 岡(岩教大)

6-0,6-0 勝利

酒井(3)vs 木明(北翔大)

6-2,6-0 勝利

小杉(4)vs 大金(旭医大)

6-4,4-6,6-2 勝利

尾崎(3)vs 林(北大医)
高橋(3)vs 篠原(北大医)

6-2,6-4 勝利
6-0,6-4 勝利
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奥田(3)vs 田村(学園大)

2-6,2-6 敗退

池田(3)vs 佐藤(樽商大)

1-6,2-6 敗退

≪女子シングルス 2 回戦≫
土屋(3)vs 斎藤(旭医大)

6-0,6-1 勝利

酒井(3)vs 飯島(北大医)

0-6,0-6 敗退

小杉(4)vs 小林(旭医大)

3-6,6-0,6-0 勝利

尾崎(3)vs 大塚(北翔大)

2-6,0-6 敗退

高橋(3)vs 雨尾(酪農大)

6-0,6-3 勝利

≪女子シングルス準々決勝≫
土屋(3)vs 平野(札大)

6-4,6-3 勝利

小杉(4)vs 飯島(北大医)

1-6,6-3,0-6 敗退

高橋(3)vs 佐藤(樽商大)

4-6,6-3,6-2 勝利

≪女子シングルス準決勝≫
土屋(3)vs 飯島(北大医) 飯島 DEF により勝利
高橋(3)vs 大塚(北翔大)

2-6,2-6 敗退

≪女子シングルス決勝≫
土屋(3)vs 大塚(北翔大)

6-3,6-1 勝利

≪女子ダブルス 1 回戦≫
高橋・奥田(3)vs 早川・岡(岩教大)

6-0,6-1 勝利

酒井・池田奈(3)vs 大金・小林(旭医大)

7-5,3-6,7-10 敗退

小杉(4)・岡本(1)vs 大塚・平野(北翔大・札大)
土屋・尾崎(3)vs 藪下・筒井(酪農大)

0-6,1-6 敗退

6-0,6-1 勝利

≪女子ダブルス準々決勝≫
高橋・奥田(3)vs 大金・小林(旭医大)
土屋・尾崎(3)vs 林・篠原(北大医)

6-3,6-4 勝利
6-0,6-1 勝利

≪女子ダブルス準決勝≫
高橋・奥田(3)vs 大塚・平野(北翔・札大) 0-6,1-6 敗退
土屋・尾崎(3)vs 織田・佐藤(北翔大・樽商大)
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4-6,6-7(5) 敗退

以上
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