
7月11日付ランキング使用
登録No Seed name 1R 2R 予選決勝

1 3126552 伊藤 翼 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー 伊藤 翼

2 bye    伊藤 翼

3 3126789 小宮 隆慧 VIP TENNIS ACADEMY 小宮 隆慧 63

4 3420320 梅木 琉童 新座第六中学校 64 伊藤 翼

5 3126734 馬場 拓海 京王赤城アカデミー 馬場 拓海 60

6 bye    小崎 敬祐

7 bye 小崎 敬祐 64

8 3419580 小崎 敬祐 ルネサンス　浦和    

9 3125584 樋口 大祐 町田ローンテニスクラブ 樋口 大祐    

10 bye    樋口 大祐

11 3127543 大津 拓夢 VIP TENNIS ACADEMY 大津 拓夢 60

12 3126859 森 悠真 狛江インドアジュニアATPチーム WO 横山 暁楽

13 3214498 小林 篤生 パームインターナショナルテニススクール 小林 篤生 62

14 bye    横山 暁楽

15 bye 横山 暁楽 62

16 3419549 横山 暁楽 TC大井ファミリー    

17 3313069 大川 透也 サムライテニス 大川 透也    

18 bye    野口 淳斗

19 3127429 能地 隆太朗 中央大学付属中学 野口 淳斗 60

20 3419728 野口 淳斗 赤城アカデミーさくら野火止 64 辻 優輝

21 3127455 石渡 健介 中央大学附属中学校 石渡 健介 62

22 bye    辻 優輝

23 bye 辻 優輝 62

24 3419073 辻 優輝 石井真テニスアカデミー    

25 3126431 緒方 春輝 武蔵野ドームテニススクール 緒方 春輝    

26 bye    緒方 春輝

27 3127510 島津 輝久 慶応義塾中等部 落合 悠太 75

28 3419947 落合 悠太 ルネサンスふじみ野 60 皆川 慶

29 3419463 皆川 慶 TC大井ファミリー 皆川 慶 63

30 bye    皆川 慶

31 bye 藤田 悠梧 76(5)

32 3419936 藤田 悠梧 赤城アカデミーさくら野火止    

33 3125794 小谷野 悠希 コートピア大泉テニスクラブ 小谷野 悠希

34 bye    高橋 慧多

35 3127061 毛利 伊吹 武蔵野ドームテニススクール 高橋 慧多 75

36 3127149 高橋 慧多 慶應義塾中等部 75 高橋 慧多

37 3419929 白幡 絢 城北埼玉中学校 白幡 絢 63

38 bye    山原 周

39 bye 山原 周 63

40 3419527 山原 周 川越テニスカレッジ    

41 3418054 関根 大樹 与野テニスクラブ 関根 大樹    

42 bye    福澄 亮真

43 3127172 福澄 亮真 東宝調布テニスクラブ 福澄 亮真 60

44 3127579 堀池 哲平 青山学院中等部 62 小高 拓海

45 3419566 小高 拓海 リトルプリンステニスクラブ 小高 拓海 64

46 bye    小高 拓海

47 bye 村崎 惟哉 64

48 3124789 村崎 惟哉 Team 310V    

49 3214221 原田 悠仁 大島フラワーテニスガーデン 原田 悠仁    

50 bye    斉藤 拓夢

51 3419548 中東 快地 TC大井ファミリー 斉藤 拓夢 63

52 3419991 斉藤 拓夢 三芳ジュニアテニスアカデミー 75 佐藤 颯

53 3127336 佐藤 颯 TAI　Tennis　School 佐藤 颯 62

54 bye    佐藤 颯

55 bye 仲平 楓太 60

56 3419562 仲平 楓太 リトルプリンステニスクラブ    

57 3126416 久保田 樹 TAI Tennis school 久保田 樹    

58 bye    松岡 広樹

59 3419971 今野 滋瑛 TC大井ファミリー 松岡 広樹 63

60 3419094 松岡 広樹 リトルプリンステニスクラブ 62 松岡 広樹

61 3127054 小澤 光 トータルテニスアカデミー 池田 有輝 61

62 3127494 池田 有輝 成城ジュニアテニスアカデミー 61 掛川 暖人

63 bye 掛川 暖人 63

64 3126501 掛川 暖人 東宝調布テニスクラブ    
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【関東公認】 第7回 三芳グランド　夏のジュニアコンペティション
男子シングルス 14歳以下 予選
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