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

1 3505158 関根 千耀 高崎テニスクラブ 関根 千耀

2 bye    川野 佑太

3 3417417 鈴木 健斗 西武台高等学校 川野 佑太    

4 3127102 川野 佑太 TAI Tennis school 62 蓮尾 周治

5 3127565 木谷 達由 西高校 木谷 達由 64

6 bye    蓮尾 周治

7 bye 蓮尾 周治 WO

8 3417050 蓮尾 周治 PCAｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ    

9 3214593 佐久間 唯人 青葉台ローンテニスクラブ 佐久間 唯人    

10 bye    寺村 拓海

11 bye 寺村 拓海    

12 3124049 寺村 拓海 Team 310V    寺村 拓海

13 3419991 斉藤 拓夢 三芳ジュニアテニスアカデミー 斉藤 拓夢 63

14 bye    不破 和真

15 bye 不破 和真 64

16 3313493 不破 和真 オールサムズテニスクラブ    

17 3419906 坪井 友紀 ルネサンスふじみ野 坪井 友紀    

18 bye    福永 祐太朗

19 bye 福永 祐太朗 63

20 3127544 福永 祐太朗 成城学園    福永 祐太朗

21 3127168 長嶌 俊佑 高輪テニスセンター 長嶌 俊佑 61

22 bye    長嶌 俊佑

23 bye 齊藤 優 63

24 3418178 齊藤 優 コナミスポーツクラブ狭山    

25 3125725 細江 智貴 青山学院高等部 細江 智貴    

26 bye    細江 智貴

27 bye 土田 隼人 75

28 3127541 土田 隼人 TAI Tennis School    細江 智貴

29 3125630 廣戸 来一輝 立教池袋中学校 廣戸 来一輝 76(3)

30 bye    藤縄 尚紀

31 bye 藤縄 尚紀 WO

32 3126729 藤縄 尚紀 京王赤城アカデミー    

33 3419466 横井 匠 TC大井ファミリー 横井 匠

34 bye    近澤 将太郎

35 bye 近澤 将太郎 61

36 3127499 近澤 将太郎 緑ヶ丘テニスガーデン    近澤 将太郎

37 3127568 南 朋輔 西高校 南 朋輔 61

38 bye    久保田 樹

39 bye 久保田 樹 61

40 3126416 久保田 樹 TAI Tennis school    

41 3213635 新藤 海斗 SunTennisAcademy湘南 新藤 海斗    

42 bye    宮井 優輔

43 bye 宮井 優輔 60

44 3214671 宮井 優輔 湘南工科大学附属高等学校    宮井 優輔

45 3125277 笠原 大玄 早稲田実業学校高等部 笠原 大玄 61

46 bye    福留 康介

47 bye 福留 康介 64

48 3125291 福留 康介 VIP TENNIS ACADEMY    

49 3419006 齋藤 大地 ALWAYS TENNIS SCHOOL 齋藤 大地    

50 bye    齋藤 大地

51 bye 古関 誠司 63

52 3126658 古関 誠司 早稲田実業学校高等部    齋藤 大地

53 3313307 金子 守貴 楠クラブ 金子 守貴 63

54 bye    金子 守貴

55 bye 佐藤 賢貫 63

56 3418957 佐藤 賢貫 浦和パークテニスクラブ    

57 3126884 増田 海斗 たちかわJTA 増田 海斗    

58 bye    安藤 尚道

59 bye 安藤 尚道 60

60 3124477 安藤 尚道 N・CSP    安藤 尚道

61 3214703 増見 大輔 慶應義塾高校 増見 大輔 61

62 bye    丸山 駿輝

63 bye 丸山 駿輝 60

64 3313079 丸山 駿輝 殿山テニスガーデン    
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