
12月14日付けランキング使用
登録No Seed name 1R 2R 3R 予選決勝

1 3127703 齋藤 隼輝 立教池袋中学校 齋藤 隼輝

2 bye    齋藤 隼輝

3 3127378 根本 泰樹 三菱養和テニススクール 小倉 諭行 62

4 3127533 小倉 諭行 昭和の森JTS WO 齋藤 隼輝

5 3214821 菊池 慎二郎 コナミスポーツクラブ天王町 菊池 慎二郎 61

6 bye    森 啓人

7 bye 森 啓人 61

8 3420420 森 啓人 ＴＣ大井ファミリー    齋藤 隼輝

9 3127324 長谷川 諒 八王子テニスアカデミー 今塩屋 秀太 62

10 3214123 今塩屋 秀太 シンズあざみ野テニスチーム 62 今塩屋 秀太

11 bye 中山 朋和 WO

12 3419131 中山 朋和 赤城アカデミーさくら野火止    三角 理旺

13 3214374 石田 太郎 青葉台ローンテニスクラブ 石田 太郎 62

14 3214103 水谷 太一 リビエラ逗子マリーナテニスクラブ 60 三角 理旺

15 bye 三角 理旺 62

16 3313494 三角 理旺 KION千葉    

17 3124957 中村 瑞樹 チームZIP 中村 瑞樹    

18 bye    中村 瑞樹

19 3127186 斉藤 然 麻布学園中学校 若林 龍樹 61

20 3420482 若林 龍樹 蓮田グリーンテニスクラブ WO 中村 瑞樹

21 3127683 宇都宮 隆佑 TAI tennis school 宇都宮 隆佑 60

22 bye    金巻 武秀

23 bye 金巻 武秀 WO

24 3214983 金巻 武秀 葉山テニスクラブ    佐藤 颯

25 3126989 吉田 怜央 フェアリーテニスフォーラム 吉田 怜央 63

26 3126038 井上 翔太郎 VIP TENNIS ACADEMY WO 吉田 怜央

27 bye 村崎 惟哉 WO

28 3124789 村崎 惟哉 Team 310V    佐藤 颯

29 3127336 佐藤 颯 TAI　Tennis　School 佐藤 颯 60

30 3127284 江淵 健斗 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 61 佐藤 颯

31 bye 石関 皓 63

32 3418572 石関 皓 ブリヂストンテニスハウス新所沢    

33 3215243 内田 夢十 青葉台ローンテニスクラブ 内田 夢十

34 bye    内田 夢十

35 3420895 笹川 友輝 三芳ジュニアテニスアカデミー 清水 渉平 76(11)

36 4000437 清水 渉平 北信越テニス協会 60 内田 夢十

37 3127644 久冨 竜聖 京王赤城アカデミー 久冨 竜聖 76(3)

38 bye    久冨 竜聖

39 bye 伊達 瑛司 61

40 3214114 伊達 瑛司 シンズあざみ野テニスチーム    内田 夢十

41 3126994 林 靖衡 武蔵野テニスシティー 萩原 亮介 62

42 3127349 萩原 亮介 NーCSP 61 萩原 亮介

43 bye 緒方 春輝 61

44 3126431 緒方 春輝 Team310V    伊藤 翼

45 3126552 伊藤 翼 成蹊中学校 伊藤 翼 61

46 3419580 小崎 敬祐 ルネサンス　浦和 63 伊藤 翼

47 bye 小野寺 智也 75

48 3505784 小野寺 智也 ミナミグリーンテニスクラブ    

49 3125722 羽根 正太 有明ジュニアテニスアカデミー 羽根 正太    

50 bye    羽根 正太

51 3417941 相原 俊祐 東京農業大学第三高校 松本 響 62

52 3420046 松本 響 ALWAYS TENNIS SCHOOL 63 廣瀬 生樹

53 3418520 廣瀬 生樹 コヤマテニスアカデミー 廣瀬 生樹 WO

54 bye    廣瀬 生樹

55 bye 後呂 海人 62

56 3419327 後呂 海人 TC大井ファミリー    岡崎 開

57 3214550 金子 元 荏原SSC 金子 元 63

58 bye    金子 元

59 bye 村松 海斗 63

60 3420060 村松 海斗 与野テニスクラブ    岡崎 開

61 3419011 鈴木 仁 コヤマテニスアカデミー 鈴木 仁 64

62 3127561 佐藤 史弥 JITC 76(2) 岡崎 開

63 bye 岡崎 開 60

64 3127077 岡崎 開 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ    

【関東公認】 第18回 三芳グランド　冬のジュニアコンペティション
男子シングルス 16歳以下 予選
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男子シングルス 16歳以下 予選

65 3312479 木本 類 志津テニスクラブ 木本 類

66 bye    古角 駿弥

67 3803394 須藤 啓太 アウリンTC 古角 駿弥 63

68 3128391 古角 駿弥 京王赤城アカデミー WO 松本 雄大

69 3125834 佐久間 悠太 ノア・インドアステージ国分寺 佐久間 悠太 75

70 bye    松本 雄大

71 bye 松本 雄大 WO

72 3127184 松本 雄大 麻布学園中学校    松本 雄大

73 3419013 平塚 誠広 コヤマテニスアカデミー 平塚 誠広 01 ret

74 bye    平塚 誠広

75 bye 内山 大誠 WO

76 3126916 内山 大誠 武蔵野ドームテニススクール    小林 宗也

77 3419463 皆川 慶 TC大井ファミリー 皆川 慶 61

78 3127044 桑原 千裕 有明ジュニアテニスアカデミー 64 小林 宗也

79 bye 小林 宗也 60

80 3213872 小林 宗也 IHSM レニックス    

81 3313193 福田 優羽 初石テニスクラブ 福田 優羽    

82 bye    福田 優羽

83 3126634 大賀 優資 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 大窪 君拓 61

84 3506508 大窪 君拓 高崎テニスクラブ WO 福田 優羽

85 3420394 内藤 慧 与野テニスクラブ 内藤 慧 61

86 bye    内藤 慧

87 bye 望月 智樹 WO

88 3125837 望月 智樹 成城ジュニアテニスアカデミー    福田 優羽

89 3128207 内海 駿 ミヤムラテニススクール 内海 駿 60

90 bye    内海 駿

91 bye 中山 将之介 64

92 3127953 中山 将之介 三菱養和テニススクール    小高 拓海

93 3126802 藤田 陽樹 タイテニススクール 千葉 晃平 60

94 3420077 千葉 晃平 立教新座中学 63 小高 拓海

95 bye 小高 拓海 62

96 3419566 小高 拓海 リトルプリンステニスクラブ    

97 3313693 和田 竜馬 ＫＩＯＮ千葉 和田 竜馬

98 bye    高倉 海吏

99 3418529 高倉 海吏 与野テニスクラブ 高倉 海吏 62

100 3418519 斉藤 智久 石井真テニスアカデミー川越 60 高倉 海吏

101 3126410 岡部 悠希 たちかわJTA 岡部 悠希 60

102 bye    清水 幸樹

103 bye 清水 幸樹 WO

104 3420488 清水 幸樹 SYT月見野テニススクール    上田 滉一郎

105 3416890 上田 滉一郎 立教新座中学校 上田 滉一郎 75

106 bye    上田 滉一郎

107 bye 柴崎 涼 62

108 3214079 柴崎 涼 IHSMレニックス    上田 滉一郎

109 3128233 宮嵜 マックス 京王赤城アカデミー 宮嵜 マックス 61

110 3420906 農添 太陽 星野学園中学校 60 宮嵜 マックス

111 bye 石津 瑛日 WO

112 3213692 石津 瑛日 荏原ＳＳＣ    

113 3418975 辻岡 権 SYT月見野テニススクール 辻岡 権    

114 bye    辻岡 権

115 3214238 尾崎 玲音 IHSMレニックス 尾崎 玲音 61

116 3215206 神谷 翔太 青葉台ローンテニスクラブ WO 辻岡 権

117 3419548 中東 快地 TC大井ファミリー 中東 快地 63

118 bye    松崎 要喬

119 bye 松崎 要喬 60

120 3125641 松崎 要喬 TAI  Tennis School    辻岡 権

121 3127739 石井 天馬 武蔵中学校 石井 天馬 62

122 bye    石井 天馬

123 bye 高橋 慧多 WO

124 3127149 高橋 慧多 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ    生野 大翔

125 3418086 二宮 稜平 ブレントウッドラケットクラブ 二宮 稜平 61

126 3126789 小宮 隆慧 VIP TENNIS ACADEMY 63 生野 大翔

127 bye 生野 大翔 61

128 3214017 生野 大翔 クリエイトTA    
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