
7月2日付ランキング使用
登録No Seed name 1R 2R 予選決勝

1 3419616 中沢 将大 赤城アカデミーさくら野火止 中沢 将大

2 bye    野口 紘輝

3 3126188 野口 紘輝 八王子テニスアカデミー 野口 紘輝 wo

4 3127493 魚住 玲於奈 大正セントラルテニスクラブ目白 61 野口 紘輝

5 3125980 小林 龍之介 有明ジュニアテニスアカデミー 小林 龍之介 64

6 bye    小林 龍之介

7 bye 小谷野 悠希 75

8 3125794 小谷野 悠希 コートピア大泉テニスクラブ    

9 3125846 石野 悠貴 ひまわりテニスクラブ 石野 悠貴    

10 bye 本戦へ 根本 泰樹

11 3127378 根本 泰樹 大正セントラルテニスクラブ目白 根本 泰樹 試合無し

12 3214222 丸井 奎汰 大島フラワーテニスガーデン    田原 嘉人

13 3214552 瀬戸 隆稀 TOM Tennis Planning 瀬戸 隆稀 62

14 bye    田原 嘉人

15 bye 田原 嘉人 60

16 3313065 田原 嘉人 あじさいインドアTC    

17 3125734 藤岡 源 自由ヶ丘インターナショナルテニスカレッジ 藤岡 源    

18 bye    藤岡 源

19 bye 馬場 拓海 WO

20 3126734 馬場 拓海 京王赤城アカデミー    藤岡 源

21 3127077 岡崎 開 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 岡崎 開 62

22 bye    太田 悠斗

23 bye 太田 悠斗 75

24 3125884 太田 悠斗 フェアリーテニスフォーラム    

25 3125850 関 優 町田ローンテニスクラブ 関 優    

26 bye    吉村 勇希

27 bye 吉村 勇希 62

28 3127178 吉村 勇希 緑ヶ丘テニスガーデン    吉村 勇希

29 3127191 勝野 太地 ミヤムラテニスセンター 勝野 太地 61

30 bye    岡部 悠希

31 bye 岡部 悠希 61

32 3126410 岡部 悠希 たちかわJTA    

33 3313167 鶴岡 正也 志津テニスクラブ 鶴岡 正也

34 bye    齋藤 太一

35 bye 齋藤 太一 WO

36 3126753 齋藤 太一 ビッグK    増岡 忠洋

37 3125394 渡辺 清嵩 三菱養和テニススクール 渡辺 清嵩 60

38 bye    増岡 忠洋

39 bye 増岡 忠洋 62

40 3126814 増岡 忠洋 高輪テニスセンター    

41 3126966 若山 賢人 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 若山 賢人    

42 bye    若山 賢人

43 bye 長谷部 達哉 61

44 3126338 長谷部 達哉 サレジオ学院    若山 賢人

45 3127061 毛利 伊吹 武蔵野ドームテニススクール 毛利 伊吹 WO

46 bye    

47 bye 村崎 惟哉 試合無し

48 3124789 村崎 惟哉 Team 310V    

49 3213958 上田 朔 IHSMレニックス 上田 朔    

50 bye    上田 朔

51 bye 大西 直輝 61

52 3127143 大西 直輝 ウイニングショット    上田 朔

53 3127390 飯島 あきら RFMP-WORLD 飯島 あきら 62

54 bye    大塚 航希

55 bye 大塚 航希 60

56 3214106 大塚 航希 リビエラ逗子マリーナテニススクール    

57 3125932 野村 侑平 たちかわJTA 野村 侑平    

58 bye    古林 晋作

59 bye 古林 晋作 WO

60 3127177 古林 晋作 聖徳学園中学校    小谷 海太

61 3419947 落合 悠太 ルネサンスふじみ野 落合 悠太 64

62 bye    小谷 海太

63 bye 小谷 海太 60

64 5000444 小谷 海太 東海テニス教会    
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【関東公認】 第4回 三芳グランド SUMMERジュニアテニストーナメント
男子シングルス 14歳以下 予選
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