
平成 27 年度 北海道学生テニス選手権大会(夏体) 

Ⅰ 予選通過選手一覧 

  

 ○男子シングルス 

 即本 井戸垣(2) 鈴木慶(4) 千村(2) 村田(3) 池田侑(4) 多賀(3) 

 予選通過 渡辺(2) 水野(2) 柴田(3) 寒河江(1) 田中俊(3) 阿部(3) 菊池(3)  

      田中良(2) 高桑(3) 岩田(3) 玉川(1) 市川(2) 十文字(1) 小林(1)  

 

 ○男子ダブルス 

 即本 井戸垣(2)・小林(1) 多賀・菊池(3) 阿部・田中俊(3) 鈴木慶・池田侑(4)  

    村田・柴田(3) 

 予選通過 堀池・千村(2) 岩田(3)・渡辺(2)  

 

 ○女子シングルス 

 即本 高橋(3) 酒井遥(3) 

 予選通過 岡本(1) 池田奈(3) 山田(1) 奥田(3) 

 

 ○女子ダブルス 

 即本 高橋・奥田(3) 酒井遥・池田奈(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 夏体結果総括 

 ○男子シングルス 

  準優勝 井戸垣(2)  

  4 強 小林(1) 柴田(3) 

  8 強 千村(2) 

  16 強 村田(3) 池田侑(4) 

  32 強 鈴木慶(4) 玉川(1) 岩田(3) 渡辺(2) 

   

 ○男子ダブルス 

  優勝 井戸垣(2)・小林(1) 

  8 強 阿部・田中(3) 柴田・村田(3) 鈴木慶・池田侑(4) 

  16 強 多賀・菊池(3)  

 

 ○女子シングルス 

  準優勝 高橋(3)  

  16 強 池田奈(3) 酒井遥(3) 奥田(3) 

 ○女子ダブルス 

  優勝 高橋・奥田(3) 

  8 強 酒井遥・池田奈(3) 岡本・山田(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ スコア(本選出場以上の結果のみ) 

 ○男子シングルス 

  1R 

  井戸垣(2)vs 折原(道科大) 6-1,6-1 勝利 

  千村(2)vs 池脇(学園大) 6-2,6-2 勝利 

  渡辺(2)vs 竹村(北医療) 6-4,4-6,6-4 勝利 

  水野(2)vs 小川(北大医) 3-6,4-6 敗退 

  柴田(3)vs 真名井(国際大) 6-4,6-2 勝利 

  寒河江(1)vs 鎌田(北大医) 6-3,5-7,1-6 敗退 

  村田(3)vs 小野(北大医) 6-2,6-1 勝利 

  田中俊(3)vs 渡辺(酪農大) 2-6,2-6 敗退 

  阿部(3)vs 藤江(札医大) 4-6,7-6(3),3-6 敗退 

  菊池(3)vs 齋藤(学園大) 6-3,2-6,6-7(5) 敗退 

  田中良(2)vs 大出(北大医) 0-6,0-6 敗退 

  高桑(3)vs 岩室(北医療) 5-7,4-6 敗退 

  岩田(3)vs 平(酪農大) 3-6,6-4,6-1 勝利 

  玉川(1)vs 坂下(学園大) 6-2,6-2 勝利 

  市川(2)vs 高木(学園大) 7-6(3),0-6,3-6 敗退 

  十文字(1)vs 渡邉(国際大) 1-6,2-6 敗退 

  池田侑(4)vs 鎌田(札学大) 6-1,6-1 勝利 

  多賀(3)vs 明田(国際大) 5-7,6-3,2-6 敗退 

  小林(1)vs 中山(国際大) 6-0,6-1 勝利 

  鈴木慶(4)vs 中山(北医療) 6-1,6-1 勝利 

 

  ２R 

  井戸垣(2)vs 田村(北大水) 6-0,6-0 勝利 

  千村(2)vs 渡辺(2) 4-6,7-6(4),6-2 千村の勝利 

  柴田(3)vs 駒井(北大医) 6-2,7-5 勝利 

  村田(3)vs 鎌田(北大医) 6-1,6-1 勝利 

  岩田(3)vs 岩室(北医療) 4-6,6-7(2) 敗退 

  玉川(1)vs 志田(室工大) 6-7(2),1-6 敗退 

  池田侑(4)vs 明田(国際大) 6-3,6-1 勝利 

  小林(1)vs 鈴木慶(4) 6-2,7-6(4) 小林の勝利 

 

   

 



３R 

  井戸垣(2)vs 古川(室工大) 6-1,6-1 勝利 

  千村(2)vs 小川(北大医) 7-5,5-7,6-4 勝利 

  柴田(3)vs 村田(3) 6-3,6-1 柴田の勝利 

  池田侑(4)vs 小林(1) 6-7(3),6-2,6-2 小林の勝利 

   

  準々決勝 

  井戸垣(2)vs 千村(2) 6-1,6-1 井戸垣の勝利 

  柴田(3)vs 平岡(北翔大) 6-3,6-3 勝利 

  小林(1)vs 吉岡(国際大) 6-2,6-3 勝利 

 

  準決勝 

  井戸垣(2)vs 柴田(3) 5-7,6-1,6-4 井戸垣の勝利 

  小林(1)vs 志田(室工大) 1-6,0-6 敗退 

 

  決勝 

  井戸垣(2)vs 志田(室工大) 4-6,3-6 敗退 

 

 ○男子ダブルス 

  １R 

  井戸垣(2)・小林(1)vs 三浦・坂下(学園大) 6-1,6-1 勝利 

  高桑(3)・橋本(1)vs 鎌田・高木(学園大) 4-6,3-6 敗退 

  阿部・田中俊(3)vs 岩室・下坪(北医療) 6-2,6-2 勝利 

  柴田・村田(3)vs 高氏・佐藤(学園大) 6-4,6-0 勝利 

  堀池・千村(2)vs 吉田(札学大)・熊田(北翔大) 1-6,1-6 敗退 

  鈴木慶・池田侑(4)vs 久木・水口(道科大) 6-0,6-0 勝利 

  多賀・菊池(3)vs 木下(学園大)・富田(東海大) 6-3,6-2 勝利 

  岩田(3)・渡辺(2)vs 足立・今津(学園大) 4-6,4-6 敗退 

   

  ２R 

  井戸垣(2)・小林(1)vs 岡田(情報大)・田村(北大水) 6-3,6-2 勝利 

  阿部・田中俊(3)vs 鎌田・高木(学園大) 6-3,6-4 勝利 

  柴田・村田(3)vs 吉岡(国際大)・杉本(北翔大) 6-0,7-6(5) 勝利 

  鈴木慶・池田侑(4)vs 多賀・菊池(3) 6-2,6-1 6-2,6-1 鈴木慶・池田侑の勝利 

   

   



準々決勝 

  井戸垣(2)・小林(1)vs 阿部・田中(3) 6-0,7-6(1) 勝利 

  柴田・村田(3)vs 吉田(札学大)・熊田(北翔大) 4-6,6-7(1) 敗退 

  鈴木慶・池田侑(4)vs 齋藤(学園大)・平岡(北翔大) 4-6,0-6 敗退 

 

  準決勝 

  井戸垣(2)・小林(1)vs 吉田(札学大)・熊田(北翔大) 6-4,6-1 勝利 

   

  決勝 

  井戸垣(2)・小林(1)vs 松村・梅本(北大歯) 6-3,6-3 勝利 

 

 ○女子シングルス 

  １R 

  岡本(1)vs 飯島(北大医) 3-6,2-6 敗退 

  池田奈(3)vs 原田(酪農大) 6-4,6-3 勝利 

  酒井遥(3)vs 渡邉 6-1,6-0 勝利 

  山田(1)vs 木村(岩教大) 0-6,0-6 敗退 

  奥田(3)vs 松田(酪農大) 6-0,6-0 勝利 

  高橋(3)vs 村上(国際大) 6-2,6-2 勝利 

 

  ２R 

  池田奈(3)vs 雨尾(酪農大) 1-6,5-7 敗退 

  酒井遥(3)vs 木村(岩教大) 2-6,4-6 敗退 

  奥田(3)vs 高橋(3) 6-2,6-1 高橋の勝利 

 

  準々決勝 

  高橋(3)vs 木村(岩教大) 6-3,6-0 勝利 

 

  準決勝 

  高橋(3)vs 小山(酪農大) 6-3,6-0 勝利 

 

  決勝 

  高橋(3)vs 平野(札大) 0-6,02-6 敗退 

 

  

 



○女子ダブルス 

  １R  

酒井遥・池田奈(3)vs 青木・片山(北大医) 6-1,6-2 勝利 

  岡本・山田(1)vs 竹田・渡邊(北大医) 6-3,6-4 勝利 

  高橋・奥田(3)vs 有野・松田(酪農大) 6-2,6-0 勝利 

   

  ２R 

  酒井遥・池田奈(3)vs 矢部・佐々木(酪農大) 1-6.6-4.4-10 敗退 

  岡本・山田(1)vs 高橋・奥田(3) 6-1,6-1 高橋・奥田の勝利 

   

  準決勝 

  高橋・奥田(3)vs 雨尾・小山(酪農大) 6-1,6-2 勝利 

   

  決勝 

  高橋・奥田(3)vs 飯島・寺田(北大医) 6-7(1),6-4,10-4 勝利 


