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

1 3125851 廣岡 辰哉 成蹊中学校 廣岡 辰哉

2 bye    矢野 雅仁

3 3419657 佐藤 成 慶応義塾志木高等学校 矢野 雅仁    

4 3126322 矢野 雅仁 三菱養和テニススクール WO 小沢 篤央

5 3416056 小沢 篤央 東松山ジュニアテニスクラブ 小沢 篤央 60

6 bye    小沢 篤央

7 bye 小松原 彰太 60

8 3604402 小松原 彰太 エーステニスアカデミー    

9 3124635 田村 勇太 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 田村 勇太    

10 bye    肥後橋 秀徳

11 3127081 石丸 蒼也 西高校 肥後橋 秀徳    

12 3212123 肥後橋 秀徳 リビエラ逗子マリーナテニススクール 62 肥後橋 秀徳

13 3417240 前川 公汰朗 ミズノテニススクール　坂戸 前川 公汰朗 61

14 bye    前川 公汰朗

15 bye 大野 景信 62

16 3311932 大野 景信 フォレスト柏センター    

17 3213190 佐藤 翔真 荏原ＳＳＣ 佐藤 翔真    

18 bye    荒井 翔太郎

19 3420000 荒井 翔太郎 蓮田グリーンテニスクラブ 荒井 翔太郎    

20 3127107 菊池 一成 成城ジュニアテニスアカデミー 64 奥田 大樹

21 3127085 奥田 大樹 西高校 奥田 大樹 62

22 bye    奥田 大樹

23 bye 荻津 尚輝 64

24 3125546 荻津 尚輝 東京JTTC    

25 3212128 石井 貴久 法政大学第二高校 石井 貴久    

26 bye    野田 健斗

27 bye 野田 健斗    

28 3127083 野田 健斗 西高校    犬井 遼

29 3127082 犬井 遼 東京都立西高校 犬井 遼 61

30 bye    犬井 遼

31 bye 大坪 海斗 WO

32 3418584 大坪 海斗 立教新座高校    

33 3313047 海野 祥希 東京学館船橋高等学校 海野 祥希

34 bye    海野 祥希

35 bye 中田 剛 60

36 3419968 中田 剛 昌平高校    海野 祥希

37 3212626 中嶋 悠斗 シンズあざみ野テニスチーム 中嶋 悠斗 75

38 bye    中嶋 悠斗

39 bye 岩澤 宏樹 WO

40 3419443 岩澤 宏樹 立教新座高校    

41 3125104 大場 優 東宝調布テニスクラブ 大場 優    

42 bye    大場 優

43 bye 伊井 祐貴 62

44 3127560 伊井 祐貴 成城学園    大場 優

45 3127577 熊坂 春斗 都立西高校 熊坂 春斗 64

46 bye    田邊 陸

47 bye 田邊 陸 62

48 3125696 田邊 陸 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ    

49 3124218 菅野 秀斗 京王赤城アカデミー 菅野 秀斗    

50 bye    菅野 秀斗

51 bye 佐脇 聡 WO

52 3419696 佐脇 聡 慶應義塾志木高等学校    菅野 秀斗

53 3126095 小倉 史也 青山学院高等部 小倉 史也 60

54 bye    小倉 史也

55 bye 川端 康太 WO

56 3124381 川端 康太 都立西高校    

57 3126168 中澤 優斗 金町インターナショナルTA 中澤 優斗    

58 bye    中澤 優斗

59 bye 石塚 大樹 60

60 3127084 石塚 大樹 都立西高等学校    中澤 優斗

61 3213438 橋本 拓海 慶應義塾湘南藤沢高等部 橋本 拓海 64

62 bye    堀内 啓吾

63 bye 堀内 啓吾 WO

64 3213461 堀内 啓吾 IHSMレニックス    

Q

Q

Q

Q

【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 18歳以下 予選
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