
第10回 三芳グランド 春のジュニアコンペティション

男子シングルス 12歳以下 予選 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R 予選決勝

1 3420473 会田 湧紀 Fテニス 会田 湧紀 2月27日付けランキング使用
2 bye    谷城 凜久

3 3604756 佐々木 悠太 Fun to Tennis 谷城 凜久 WO

4 3127306 谷城 凜久 狛江インドアジュニアATPチーム 62 谷城 凜久

5 3128831 佐野 達哉 ビックKテニス 佐野 達哉 62

6 bye    佐野 達哉

7 bye 植田 未来翔 WO

8 3215566 植田 未来翔 厚木国際テニススクール    谷城 凜久

9 3215565 山﨑 海生 厚木国際テニスクラブ 山﨑 海生 60

10 bye    中山 雄暉

11 bye 中山 雄暉 60

12 3128593 中山 雄暉 緑ヶ丘テニスガーデン    中山 雄暉

13 3215530 桶生 至留 東急あざみ野テニスガーデン 桶生 至留 60

14 bye    桶生 至留

15 bye 冨倉 有 WO

16 3215554 冨倉 有 クリエイトTA    黒瀬 鷹来

17 3128063 黒瀬 鷹来 Team 310V 黒瀬 鷹来 62
18 bye    黒瀬 鷹来

19 bye 一倉 和貴 61

20 3506785 一倉 和貴 ミナミグリーンテニスクラブ    黒瀬 鷹来

21 3421446 田口 啓太 西武ドームテニスコート 田口 啓太 63

22 bye    瀧崎 悠生

23 bye 瀧崎 悠生 60

24 3604771 瀧崎 悠生 AschTennisAcademy    黒瀬 鷹来

25 3128077 吉田 正孝 昭和の森ジュニアテニススクール 吉田 正孝 61

26 bye    山邊 廉

27 bye 山邊 廉 64

28 3128425 山邊 廉 高井戸ダイヤモンド・フミヤTS    山邊 廉

29 3314392 白井 寛哉 楠クラブ 白井 寛哉 64

30 bye    川村 日冴

31 bye 川村 日冴 WO

32 3604569 川村 日冴 Fun to Tennis    

33 3420374 田村 克暉 H・Y・S 田村 克暉    

34 bye    田村 克暉

35 3215057 佐藤 天馬 大磯テニスアカデミー 佐藤 天馬 60

36 3128939 石丸 寛大 緑ヶ丘テニスガーデン 61 田村 克暉

37 3421467 峯岸 栞大 ＰＣＡジュニアテニスアカデミー 峯岸 栞大 62

38 bye    峯岸 栞大

39 bye 関野 世那 63

40 3604852 関野 世那 Fun to Tennis    田村 克暉

41 3421411 中嶋 俊英 Fテニス 中嶋 俊英 75

42 bye    田谷 陸仁

43 bye 田谷 陸仁 60

44 3420956 田谷 陸仁 Fテニス    田谷 陸仁

45 3128502 萩 栄斗 TENNIS SUNRISE 萩 栄斗 60

46 bye    コーディエ アルセーヌ敬大

47 bye コーディエ アルセーヌ敬大 WO

48 3215388 コーディエ アルセーヌ敬大 Team YUKA    田村 克暉

49 3420997 大川 陽樹 Fテニス 大川 陽樹 61
50 bye    Not Played

51 bye 栗原 歓多    

52 3215134 栗原 歓多 YSC    田沼 蒼空

53 3421451 宮坂 海莉 S.I.T.A 宮坂 海莉 WO

54 bye    田沼 蒼空

55 bye 田沼 蒼空 63

56 3421081 田沼 蒼空 S.I.T.A    佐藤 将真

57 3127852 丹野 龍之介 ウイニングショット八王子 丹野 龍之介 63

58 bye    丹野 龍之介

59 bye 村岡 昂翔 64

60 3421059 村岡 昂翔 与野テニスクラブ    佐藤 将真

61 3420442 山本 翔太郎 Ｆテニス 山本 翔太郎 76(4)

62 bye    佐藤 将真

63 bye 佐藤 将真 62

64 3214862 佐藤 将真 Val    

Q
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第10回 三芳グランド 春のジュニアコンペティション

男子シングルス 12歳以下 予選 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R 予選決勝

65 3420433 星野 漣太 与野テニスクラブ 星野 漣太

66 bye    星野 漣太

67 bye 阪上 尚樹 60

68 3314416 阪上 尚樹 アスリードテニスアカデミー    星野 漣太

69 3420465 樫村 彪真 H・Y・S 樫村 彪真 63

70 bye    樫村 彪真

71 bye 田口 裕規 61

72 3127806 田口 裕規 京王赤城アカデミー    星野 漣太

73 3129015 山田 隼太郎 ロンドテニスドーム 山田 隼太郎 61

74 bye    篠崎 勇仁

75 bye 篠崎 勇仁 60

76 3421376 篠崎 勇仁 PCA    篠崎 勇仁

77 3128881 西山 建太朗 TENNIS SUNRISE 西山 建太朗 76(6)

78 bye    石田 哲平

79 bye 石田 哲平 60

80 3128510 石田 哲平 Team 310V    星野 漣太

81 3420511 齋藤 寛太 与野テニスクラブ 齋藤 寛太 61
82 bye    齋藤 寛太

83 bye 澤邊 颯太 61

84 3421070 澤邊 颯太 TOP・TENNIS    杉田 拓夢

85 3128595 杉田 拓夢 IHSM武蔵野 杉田 拓夢 76(6)

86 bye    杉田 拓夢

87 bye 柄澤 宏紀 WO

88 3128242 柄澤 宏紀 レック興発    山口 海翔

89 3127973 宮嶋 一粋 ひまわりテニスクラブ 宮嶋 一粋 62

90 bye    Not Played

91 bye 本橋 和己    

92 3127901 本橋 和己 コートピア大泉テニスクラブ    山口 海翔

93 3420983 伊沢 大貴 Fテニス 伊沢 大貴 WO

94 bye    山口 海翔

95 bye 山口 海翔 60

96 3128121 山口 海翔 コートピア大泉テニスクラブ    

97 3128364 平田 崇 八王子テニスアカデミー 平田 崇    

98 bye    平田 崇

99 bye 小沢 英 75

100 3421428 小沢 英 アクロステニスアカデミー    小野寺 陸

101 3420444 小野寺 陸 H・Y・S 小野寺 陸 64

102 bye    小野寺 陸

103 bye 石井 孝太郎 62

104 3128630 石井 孝太郎 ウイニングショット    小野寺 陸

105 3314272 近藤 佑将 楠クラブ 近藤 佑将 61

106 bye    近藤 佑将

107 bye 阪口 信太郎 63

108 3128746 阪口 信太郎 フェアリーテニスフォーラム    小川 翔也

109 3420892 小川 翔也 ミズノテニススクール坂戸 小川 翔也 60

110 bye    小川 翔也

111 bye 村岡 優羅 62

112 3421004 村岡 優羅 Fテニス    小野寺 陸

113 3128499 寺尾 壮史 狛江インドアATPジュニアチーム 寺尾 壮史 63
114 bye    寺尾 壮史

115 bye 吉永 凛 60

116 3129014 吉永 凛 大正セントラル目白    寺尾 壮史

117 3420507 江村 貴基 チームS.J. 江村 貴基 63

118 bye    江村 貴基

119 bye 菊池 広翔 63

120 3421073 菊池 広翔 ＴＣ大井ファミリー    矢野 優考

121 3420972 小林 耀汰 Fテニス 小林 耀汰 60

122 bye    小林 耀汰

123 bye 田口 峻大 64

124 3420992 田口 峻大 Fテニス    矢野 優考

125 3803687 坪井 大輝 テニスクラブアウリン 坪井 大輝 60

126 bye    矢野 優考

127 bye 矢野 優考 64

128 3420644 矢野 優考 ＴＣ大井ファミリー    
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第10回 三芳グランド 春のジュニアコンペティション

男子シングルス 12歳以下 予選 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R 予選決勝

129 3420457 柳沢 昊 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 柳沢 昊

130 bye    柳沢 昊

131 bye 高橋 大樹 62

132 3421183 高橋 大樹 石井真テニスアカデミー    柳沢 昊

133 3421456 芦田 遼平 ＴＣ大井ファミリー 芦田 遼平 61

134 bye    芦田 遼平

135 bye 瀧澤 照英 75

136 3421409 瀧澤 照英 与野テニスクラブ    柳沢 昊

137 3421332 河口 祐輝 Ｆテニス 河口 祐輝 60

138 bye    河口 祐輝

139 bye 佐々木 壮太 WO

140 3604739 佐々木 壮太 Fun to Tennis    河口 祐輝

141 3421491 日下部 優和 西武ドームテニス 日下部 優和 60

142 bye    日下部 優和

143 bye 檜山 大地 61

144 3314422 檜山 大地 A-one    柳沢 昊

145 3128936 新本 唯人 フェアリーテニスフォーラム 新本 唯人 63
146 bye    新本 唯人

147 bye 安藤 正太 62

148 3421040 安藤 正太 三芳ジュニアテニスアカデミー    新本 唯人

149 3421485 井上 椋裕 テニススクエア和光 井上 椋裕 62

150 bye    井上 椋裕

151 bye 萩野 倖成 63

152 3215588 萩野 倖成 開成グリーンテニス    小島 涼太郎

153 3128974 鈴木 志門 目黒テニス 鈴木 志門 61

154 bye    小島 涼太郎

155 bye 小島 涼太郎 62

156 3420738 小島 涼太郎 グリーンテニスプラザ    小島 涼太郎

157 3421388 忽滑谷 駿介 三芳ジュニアテニスアカデミー 忽滑谷 駿介 64

158 bye    忽滑谷 駿介

159 bye 中村 颯太 75

160 3420326 中村 颯太 TC大井ファミリー    

161 3420512 大出 司 グリーンテニスプラザ 大出 司    

162 bye    大出 司

163 bye 神原 壮希 60

164 3215604 神原 壮希 ジュンレオテニスアカデミー    大出 司

165 3421504 中島 結一郎 ブリジストンテニスハウス新所沢 中島 結一郎 76(0)

166 bye    松永 順平

167 bye 松永 順平 60

168 3420373 松永 順平 テニスゼロ和光    大出 司

169 3215084 中川内 翔太 大島フラワーテニスガーデン 中川内 翔太 63

170 bye    中川内 翔太

171 bye 高橋 亜桜羽 64

172 3128322 高橋 亜桜羽 VIP TENNIS ACADEMY    落合 謙介

173 3420728 落合 謙介 TC大井ファミリー 落合 謙介 60

174 bye    落合 謙介

175 bye 武井 淳 60

176 3128911 武井 淳 フェアリーテニスフォーラム    大出 司

177 3128827 柴崎 悠人 コートピア大泉テニスクラブ 柴崎 悠人 64
178 bye    逸見 唯斗

179 bye 逸見 唯斗 76(5)

180 3421250 逸見 唯斗 Fテニス    木村 幸翔

181 3128791 牧野 孝弘 フェアリーテニスフォーラム 牧野 孝弘 64

182 bye    木村 幸翔

183 bye 木村 幸翔 62

184 3421065 木村 幸翔 テニスゼロ和光    田中 歩輝

185 3215112 小川 楓成 大島フラワーテニスガーデン 小川 楓成 64

186 bye    佐藤 心

187 bye 佐藤 心 62

188 3421014 佐藤 心 ALWAYS　TENNIS　SCHOOL    田中 歩輝

189 3421450 鈴木 寛土 Ｆテニス 鈴木 寛土 62

190 bye    田中 歩輝

191 bye 田中 歩輝 WO

192 3128516 田中 歩輝 昭和の森ジュニアテニススクール    
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第10回 三芳グランド 春のジュニアコンペティション

男子シングルス 12歳以下 予選 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R 予選決勝

193 3128256 岩崎 恭介 ウイニングショット 岩崎 恭介

194 bye    岩崎 恭介

195 bye 楠本 竜也 60

196 3506701 楠本 竜也 高崎テニスクラブ    岩崎 恭介

197 3128975 行元 壱成 東京都テニス協会 行元 壱成 63

198 bye    行元 壱成

199 bye 田谷 類仁 61

200 3420957 田谷 類仁 Fテニス    岩崎 恭介

201 3420365 清水 涼生 西武ドームテニスコート 清水 涼生 61

202 bye    清水 涼生

203 bye 荻上 紘希 WO

204 3421146 荻上 紘希 赤城アカデミーさくら野火止    阿部 成伯

205 3506526 阿部 成伯 ルアンテニスクラブ 阿部 成伯 61

206 bye    阿部 成伯

207 bye 生井 俊丞 76(6)

208 3128349 生井 俊丞 コートピア大泉テニスクラブ    岩崎 恭介

209 3421461 佐藤 浩大 SYT月見野テニスクラブ 佐藤 浩大    
210 bye    有賀 俊

211 bye 有賀 俊 62

212 3215037 有賀 俊 イースタンテニススクール    諸星 佳樹

213 3421426 田中 優翔 ETC 田中 優翔 63

214 bye    諸星 佳樹

215 bye 諸星 佳樹 WO

216 3129018 諸星 佳樹 フェアリーテニススクール    堀内 怜生

217 3421364 鳥山 騎世 アクロス戸田インドアテニスクラブ 鳥山 騎世 63

218 bye    鳥山 騎世

219 bye 吉岡 瑞貴 WO

220 3420456 吉岡 瑞貴 リトルプリンステニスクラブ    堀内 怜生

221 3421489 西村 真治 西武ドームテニスコート 西村 真治 61

222 bye    堀内 怜生

223 bye 堀内 怜生 61

224 3506759 堀内 怜生 高崎テニスクラブ    

225 3506758 米野 俊亮 ミナミグリーンテニス 米野 俊亮    

226 bye    米野 俊亮

227 bye 廣間 崇太 61

228 3215661 廣間 崇太 ESSC    米野 俊亮

229 3420888 太田 獅勇 浦和パークテニスクラブ 太田 獅勇 61

230 bye    太田 獅勇

231 bye 中村 遼太郎 WO

232 3421516 中村 遼太郎 TC大井ファミリー    大和 大河

233 3128786 和田 一輝 東京都テニス協会 和田 一輝 76(6)

234 bye    和田 一輝

235 bye 白石 海都 WO

236 3314197 白石 海都 志津テニスクラブ    大和 大河

237 3703783 岡 皇輝 ACE　Tennis　Club 岡 皇輝 60

238 bye    大和 大河

239 bye 大和 大河 61

240 3421110 大和 大河 U.T.PあたごTC    大和 大河

241 3421425 田中 勝翔 ETC 田中 勝翔 62
242 bye    實田 悠甫

243 bye 實田 悠甫 WO

244 3420861 實田 悠甫 TC大井ファミリー    實田 悠甫

245 3420942 那須 悠飛 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 那須 悠飛 61

246 bye    那須 悠飛

247 bye 谷 光流 WO

248 3128468 谷 光流 武蔵野ドームテニススクール    鈴木 類

249 3128372 藤田 瑛志 有明ジュニアテニスアカデミー 藤田 瑛志 61

250 bye    大澤 拓真

251 bye 大澤 拓真 63

252 3215560 大澤 拓真 東急あざみ野テニスガーデン    鈴木 類

253 3421429 長崎 巧真 チサンテニスクラブ岡部 長崎 巧真 61

254 bye    鈴木 類

255 bye 鈴木 類 61

256 3128267 鈴木 類 三菱養和テニススクール    
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第10回 三芳グランド 春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 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 予選決勝

1 3214927 小松 駿介 リーファインターナショナルアカデミー 小松 駿介 2月27日付けランキング使用
2 bye    小松 駿介

3 3420453 澤田 宙 Fテニス 澤田 宙 61

4 3313680 梅野 友志 志津テニスクラブ 62 小松 駿介

5 3215551 小野 正悟 ESSC 中嶋 栄心 75

6 3421410 中嶋 栄心 Fテニス 60 中嶋 栄心

7 3420468 田沼 駿 S.I.T.A 田沼 駿 61

8 3128068 ミラー 栄典 高井戸ダイヤモンドフミヤTS 64 小松 駿介

9 3127216 野崎 政春 フェアリーテニスフォーラム 野崎 政春 61
10 3420653 中野 豊 グローバルプロテニスアカデミー 63 野崎 政春

11 3215391 山本 燿太朗 Y.S.C. 引地 孝太 62

12 3420890 引地 孝太 グリーンテニスプラザ 64 仲野 心

13 3127724 佐川 涼夏 Team310V 佐川 涼夏 61

14 3128008 若菜 海斗 目黒テニスクラブ 60 仲野 心

15 3420618 菊池 昂大 与野テニスクラブ 仲野 心 60

16 3127954 仲野 心 ウイニングショット 62

17 3420601 山田 滉葵 グリーンテニスプラザ 山田 滉葵    

18 bye    山田 滉葵

19 3127244 尾上 柊匠 有明ジュニアテニスアカデミー 尾上 柊匠 60

20 3421060 久保 舜矢 ALWAYS TENNIS SCHOOL 61 関谷 翼

21 3128779 福本 政人 Team310V 福本 政人 64

22 3126809 田中 悠貴 ミヤムラテニスセンター wo 関谷 翼

23 3419963 皆川 優 TC大井ファミリー 関谷 翼 60

24 3128879 関谷 翼 チームNAKA 63 関谷 翼

25 3127666 内田 拓実 ウイニングショット 内田 拓実 61
26 3420364 清水 夏生 西武ドームテニスコート 61 内田 拓実

27 3421398 望月 彬平 開智中学 小佐々 大輝 62

28 3420472 小佐々 大輝 与野テニスクラブ 61 内田 拓実

29 3420842 横山 雄紀 TC大井ファミリー 壁田 悠真 76(4)

30 3313880 壁田 悠真 アポロコーストテニスクラブ 62 壁田 悠真

31 3215188 田辺 大知 IHSM綾瀬 芦田 拓翔 63

32 3420400 芦田 拓翔 ＴＣ大井ファミリー 60

33 3419273 野口 説亜 アクロステニスアカデミー 野口 説亜

34 bye    野口 説亜

35 3420558 佐藤 裕一郎 グローバルプロテニスアカデミー 中村 航太郎 62

36 3420490 中村 航太郎 TC大井ファミリー 60 野口 説亜

37 3214638 高橋 日向 リビエラ逗子マリーナテニススクール 増田 友希 76(4)

38 3419956 増田 友希 蓮田グリーンテニスクラブ 63 増田 友希

39 3313958 狩野 快晴 VOTA 田中 陽大 61

40 3127331 田中 陽大 ミヤムラテニスセンター wo 加瀬谷 洸旭

41 3421027 山中 達矢 TC大井ファミリー 山中 達矢 63
42 3421147 師岡 有吾 S.I.T.A 64 パウリ レオン

43 3215165 パウリ レオン K-Powersﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰﾏｰﾄﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ パウリ レオン 75

44 3420930 田中 天 テニスハウスファン 62 加瀬谷 洸旭

45 3420857 川上 凜太郎 TC大井ファミリー ビストリツェアヌ マテイ WO

46 3127646 ビストリツェアヌ マテイ 自由ヶ丘インターナショナルテニスカレッジ 60 加瀬谷 洸旭

47 3127822 森 遼平 昭和の森ジュニアテニススクール 加瀬谷 洸旭 61

48 3419556 加瀬谷 洸旭 S.I.T.A 61

49 3126949 水主 弦 昭和の森JTS 水主 弦    

50 bye    水主 弦

51 3421156 市川 潤 JEXER T.S 市川 潤 61

52 3420971 田島 匠悟 エルヴェ 64 水主 弦

53 3128112 辻 壮太郎 TENNIS SUNRISE 澤田 一翔 WO

54 3420919 澤田 一翔 TC大井ファミリー wo 遠藤 隆馬

55 3419110 遠藤 隆馬 アクロステニスアカデミー 遠藤 隆馬 62

56 3214914 桶生 開史 東急あざみ野テニスガーデン 64 水主 弦

57 3419999 藤由 蓮矢 アクロステニスアカデミー 藤由 蓮矢 64
58 3214905 上田 頼 Team YUKA 64 森島 颯海

59 3314252 森島 颯海 フェローズ　インドア　テニススポーツ 森島 颯海 63

60 3420040 沼崎 正志 H・Y・S 61 野口 聖

61 3420083 遠藤 公宜 西武ドームテニスコート 遠藤 公宜 62

62 3420504 関口 太陽 ALWAYS TENNIS SCHOOL 76(2) 野口 聖

63 3421506 黒田 涼介 城西大学附属城西川越中学校 野口 聖 62

64 3419468 野口 聖 グリーンテニスプラザ 62

Q

Q

Q

Q



第10回 三芳グランド 春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 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 予選決勝

65 3419961 高橋 束瑳 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 高橋 束瑳

66 bye    高橋 束瑳

67 3420991 藤本 修 赤城アカデミーさくら野火 齊藤 大翔 75

68 3703685 齊藤 大翔 ACE Tennis Club 61 高橋 束瑳

69 3128146 川崎 幹太 TENNIS SUNRISE 但木 颯 62

70 3420449 但木 颯 Ｆテニス WO 但木 颯

71 3419982 板倉 輝 聖望学園 板倉 輝 61

72 3420643 内海 裕大 与野テニスクラブ 64 高橋 束瑳

73 3420864 押田 雅也 TC大井ファミリー 押田 雅也 61
74 3420955 駒井 晴人 リトルプリンステニスクラブ 61 八木 響

75 3421480 八木 響 ブリヂストンテニスハウス新所沢 八木 響 61

76 3215018 小出 陽大 YSC WO 八木 響

77 3420368 稲葉 拓 ブリヂストンテニスハウス新所沢 稲葉 拓 WO

78 3128896 黒崎 佑月 VIP TENNIS ACADEMY WO 高城 暖人

79 3421462 野地 慎平 TC大井ファミリー 高城 暖人 63

80 3128224 高城 暖人 ウイニングショット 63

81 3506477 片貝 椋 あかぎテニスクラブ 片貝 椋    

82 bye    片貝 椋

83 3128989 川口 怜皇 ひろせテニススクール 川口 怜皇 62

84 3420975 浦野 俊太郎 西武ドームテニスコート 62 片貝 椋

85 3129046 野村 憲央 コートピア大泉 野村 憲央 64

86 3128964 古川 結太 西武ドームテニスコート 62 野村 憲央

87 3126394 小塚 浩太郎 D-tennis. 志摩 大輔 60

88 3421457 志摩 大輔 TC大井ファミリー 62 片貝 椋

89 3314420 高橋 幸平 ロイヤルSCテニスクラブ 大友 皓斗 75
90 3214347 大友 皓斗 小田急藤沢テニスガーデン 61 大友 皓斗

91 3128200 野本 晃平 たちかわジュニアテニスアカデミー 安杖 龍世 64

92 3127717 安杖 龍世 京王赤城アカデミー WO 草場 由太郎

93 3420474 松原 凛太朗 Fテニス 草場 由太郎 WO

94 3214557 草場 由太郎 荏原SSC WO 草場 由太郎

95 3419821 新井 颯太 Fテニス 藤原 豪弓 75

96 3604630 藤原 豪弓 NJテニスクラブ wo

97 3127445 松岡 良佑 成蹊中学校 松岡 良佑

98 bye    神田 尽

99 3127490 前田 空輝 N・CSP 神田 尽 WO

100 3420476 神田 尽 与野テニスクラブ wo 神田 尽

101 3421010 武藤 桃亮 石井真テニスアカデミー 大田 優吾 76(5)

102 3128536 大田 優吾 ノア・インドアステージ国分寺 wo 永倉 大誠

103 3128198 永倉 大誠 チームZIP 永倉 大誠 62

104 3127052 尾関 竜馬 京王赤城アカデミー wo 八木 颯翔

105 3128752 小林 大幹 フェアリーテニスフォーラム 新井 柊人 60
106 3420462 新井 柊人 西武ドームテニスコート 61 新井 柊人

107 3421215 瀬尾 涼斗 グローバルプロテニスアカデミー Not Played WO

108 3506627 澤入 春斗 グランドFテニスクラブ    八木 颯翔

109 4000438 杉山 智理 長岡北部ジュニア 杉山 智理 63

110 3420401 藤本 陸来 三芳ジュニアテニスアカデミー 75 八木 颯翔

111 3419105 高山 秀汰 与野テニスクラブ 八木 颯翔 62

112 3214578 八木 颯翔 大島フラワーテニスガーデン 63

113 3314144 大嶋 裕也 楠クラブ 大嶋 裕也    

114 bye    加藤 遼

115 3420359 加藤 遼 浦和パークテニスクラブ 加藤 遼 61

116 3506407 石井 偉士 上野山テニススクール 61 加藤 遼

117 3420438 岩崎 慧 上尾テニスクラブ 重久 理空 WO

118 3128123 重久 理空 TENNIS SUNRISE 62 重久 理空

119 3420337 太田 彩貴 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 太田 彩貴 61

120 3421463 石田 有哉 ITDアカデミー wo 加藤 遼

121 3314279 加瀬 海吏 大西テニスクラブ 梅田 凌真 75
122 3313938 梅田 凌真 楠クラブ 61 築城 幸宗

123 3127868 築城 幸宗 桜田倶楽部 築城 幸宗 62

124 3127763 川村 颯一朗 TENNIS SUNRISE 62 築城 幸宗

125 3314136 大澤 耀明 アルドールテニスステージ 森 大地 WO

126 3420268 森 大地 与野テニスクラブ wo 大門 舜

127 bye 大門 舜 62

128 3214938 大門 舜 青葉台ローンテニスクラブ    

Q

Q

Q

Q



第10回 三芳グランド 春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 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 予選決勝

1 3214072 島田 泰良 荏原SSC 島田 泰良 2月27日付けランキング使用
2 bye    貴田 悠斗

3 3128443 高橋 幸佑 TENNIS SUNRISE 貴田 悠斗 WO

4 3128538 貴田 悠斗 目黒テニスクラブ 61 有澤 碩康

5 3127870 玉城 雄太 武蔵野テニスシティー 玉城 雄太 61

6 bye    有澤 碩康

7 bye 有澤 碩康 60

8 3215307 有澤 碩康 GODAIテニスカレッジ・白楽    横野 匠未

9 3128216 大野 陽 学習院中等科 大野 陽 61
10 3125879 渡辺 慶太朗 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ WO 笹子 智紀

11 bye 笹子 智紀 WO

12 3129031 笹子 智紀 京王赤城アカデミー    横野 匠未

13 3127887 ディリマー 海 昭和の森ジュニアテニススクール ディリマー 海 63

14 3128383 原 裕希 日本大学第三中学校 64 横野 匠未

15 bye 横野 匠未 60

16 3419992 横野 匠未 浦和パークテニスクラブ    

17 3126129 津田 新之助 トータルテニスアカデミー 津田 新之助    

18 bye    津田 新之助

19 3420018 渡邊 優人 PCA ジュニアテニスアカデミー 渡邊 優人 60

20 3128623 高橋 明翔 成蹊中学校 64 津田 新之助

21 3420042 佐藤 虎 ALWAYS　TENNIS　SCHOOL 佐藤 虎 64

22 bye    佐藤 虎

23 bye 内野 稀翠 64

24 3127738 内野 稀翠 昭和の森ジュニアテニススクール    津田 新之助

25 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 60
26 3420348 庄司 健祐 ひばりケ丘新豊テニスクラブ 63 藤岡 源

27 bye 長谷川 暖人 61

28 3506329 長谷川 暖人 前橋テニスカレッジ    藤岡 源

29 3420924 星 爽流 川口市テニス協会ジュニア 森 悠真 61

30 3214805 森 悠真 登戸サンライズテニスコート 62 森 悠真

31 bye 濱﨑 光章 WO

32 3803391 濱﨑 光章 アウリンテニスクラブ    

33 3215536 ヤズダンドウストー アルティン 荏原SSC ヤズダンドウストー アルティン

34 bye    ヤズダンドウストー アルティン

35 3214549 森田 泳志 コナミスポーツクラブ海老名 森 啓人 63

36 3420420 森 啓人 ＴＣ大井ファミリー 60 ヤズダンドウストー アルティン

37 3420060 村松 海斗 与野テニスクラブ 村松 海斗 75

38 bye    村松 海斗

39 3129062 佐本 岳駿 昭和の森ジュニアテニススクール 佐本 岳駿 62

40 3127639 丸山 航正 金町インターナショナルTA 61 ヤズダンドウストー アルティン

41 3419921 墨田 秀昭 石井真テニスアカデミー 墨田 秀昭 75
42 3313498 冨塚 拓朗 オールサムズテニスクラブ 64 墨田 秀昭

43 bye 貝瀬 諒拳 61

44 3421487 貝瀬 諒拳 西武ドームテニスコート    墨田 秀昭

45 3126431 緒方 春輝 Team310V 松澤 拓海 75

46 3128370 松澤 拓海 N-CSP 61 横山 暁楽

47 bye 横山 暁楽 63

48 3804051 横山 暁楽 足利工業大学附属高校    

49 3419131 中山 朋和 赤城アカデミーさくら野火止 中山 朋和    

50 bye    田中 颯人

51 3128002 田中 颯人 コートピア大泉テニスクラブ 田中 颯人 WO

52 3127237 加澤 秀弥 立正中高 75 伊藤 康佑

53 3128380 米良 航 成蹊中学校 米良 航 61

54 bye    伊藤 康佑

55 3215345 武田 叙維 サレジオ学院中学校 伊藤 康佑 60

56 3420854 伊藤 康佑 みんなのテニス 61 伊藤 康佑

57 3127472 須藤 優人 TENNIS SUNRISE 安城 壮大 61
58 3604497 安城 壮大 Fun to tennis    安城 壮大

59 bye 押田 悠雅 64

60 3420520 押田 悠雅 TC大井ファミリー    池山 耕太

61 3128313 池山 耕太 小金井第一中学校 池山 耕太 63

62 3419750 羽生田 晶 ＴＣ大井ファミリー 75 池山 耕太

63 bye 矢崎 巧 60

64 3128794 矢崎 巧 東海大学菅生高校    

Q

Q

Q

Q



第10回 三芳グランド 春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 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 予選決勝

65 3313023 飯田 雅也 アポロコーストテニスクラブ 飯田 雅也

66 bye    飯田 雅也

67 3127561 佐藤 史弥 tennispeakbal柴崎駅前校 佐藤 史弥 63

68 3420425 武田 純平 グリーンテニスプラザ 63 飯田 雅也

69 3420338 門野 美希 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 門野 美希 62

70 bye    喜多川 翔貴

71 3215123 吉岡 海人 聖光学院中学校 喜多川 翔貴 10ret

72 3128692 喜多川 翔貴 大正セントラルテニスクラブ目白 63 飯田 雅也

73 3128463 秋間 龍之介 昭和の森JTS 秋間 龍之介 61
74 3128531 阿部 慎太朗 大正セントラルテニスクラブ　新宿 61 忽滑谷 颯太

75 bye 忽滑谷 颯太 62

76 3420437 忽滑谷 颯太 三芳ジュニアアカデミー    今野 滋瑛

77 3127348 中村 太河 VIP TENNIS ACADEMY 増倉 祥寛 61

78 3127399 増倉 祥寛 京王赤城アカデミー 60 今野 滋瑛

79 bye 今野 滋瑛 61

80 3419971 今野 滋瑛 TC大井ファミリー    

81 3419653 宮里 亮 グローバルプロテニスアカデミー 宮里 亮    

82 bye    宮里 亮

83 3214533 吉田 瑠斗 トムテニスプランニング 山下 泰生 62

84 3125838 山下 泰生 高井戸ダイヤモンドフミヤTS 62 宮里 亮

85 3128434 原 康大 N・CSP 原 康大 61

86 bye    原 康大

87 3128867 山崎 太陽 ジャパンテニスアスリートクラブ 山崎 太陽 61

88 3420495 中村 優太 Fテニス 63 宮里 亮

89 3214978 比嘉 啓介 TOM Tennis Planning 佐藤 修亮 64
90 3215656 佐藤 修亮 あざみ野ローンテニスチーム 61 佐藤 修亮

91 bye 木村 脩斗 60

92 3420012 木村 脩斗 赤城アカデミーさくら野火止    佐藤 修亮

93 3127099 助川 颯希 高井戸ダイヤモンドフミヤTS 助川 颯希 62

94 3214666 光永 祥太 桐光学園中学校 76(10) 助川 颯希

95 bye 清水 幸樹 WO

96 3420488 清水 幸樹 SYT月見野テニススクール    

97 3418116 塚越 亮介 ブリヂストンテニスハウス新所沢 塚越 亮介

98 bye    塚越 亮介

99 3419559 中川 匠太郎 リトルプリンスTC 内海 駿 62

100 3128207 内海 駿 ミヤムラテニススクール WO 塚越 亮介

101 3127108 降旗 友也 VIP　TENNIS　ACADEMY 降旗 友也 63

102 bye    樺島 俊輝

103 3421384 樺島 俊輝 SYT 月見野テニススクール 樺島 俊輝 WO

104 3313689 福島 奎汰 フミヤエース市川 WO 塚越 亮介

105 3419947 落合 悠太 TC大井ファミリー 井上 拓海 62
106 3127151 井上 拓海 T.T.LBRL WO 鈴木 杜亜

107 bye 鈴木 杜亜 76(6)

108 3420686 鈴木 杜亜 ALWAYS TENNIS SCHOOL    中村 春輝

109 3419535 石田 航一郎 テニスハレ大宮 石田 航一郎    

110 3128215 松岡 慶三 成蹊中学校 63 中村 春輝

111 bye 中村 春輝 60

112 3127027 中村 春輝 コートピア大泉テニスクラブ    

113 3419527 山原 周 H.Y.S 山原 周    

114 bye    笹川 友輝

115 3420895 笹川 友輝 秀明英光高校 笹川 友輝 62

116 3420923 青木 葉 川口市立西中学校 62 笹川 友輝

117 3419553 秋本 弥也 フォレストテニスクラブ 秋本 弥也    

118 bye    秋本 弥也

119 3419902 松村 成 三芳ジュニアテニスアカデミー 吉田 健 64

120 3604711 吉田 健 NJテニスクラブ 63 大川 透也

121 3127338 飯田 太郎 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 小林 龍之介 63
122 3125980 小林 龍之介 有明ジュニアテニスアカデミー WO 石川 風雅

123 bye 石川 風雅 61

124 3419920 石川 風雅 グリーンテニスプラザ    大川 透也

125 3128230 黒岩 景 京王赤城アカデミー 黒岩 景 62

126 3214690 大谷 唯人 Val WO 大川 透也

127 bye 大川 透也 62

128 3313069 大川 透也 オールサムステニスクラブ    

Q

Q

Q

Q



第10回 三芳グランド 春のジュニアコンペティション

男子シングルス 18歳以下 予選 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 予選決勝

1 3213075 熊倉 俊輔 リーファインターナショナルテニスアカデミー 熊倉 俊輔 2月27日付けランキング使用
2 bye    熊倉 俊輔

3 3128984 植松 蓮 昭和の森ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽｸ-ﾙ 植松 蓮 62

4 3128366 毛利 優太 ＶＩＰ　ＴＥＮＮＩＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ 61 熊倉 俊輔

5 3127230 高橋 壽仁亜 サリュートテニス専門学院 高橋 壽仁亜 61

6 bye    柿沼 辰徳

7 bye 柿沼 辰徳 62

8 3128195 柿沼 辰徳 H.Y.S    熊倉 俊輔

9 3214126 川瀬 元気 クリエイトテニスアカデミー 三谷 将就 63
10 3213926 三谷 将就 テニスカレッジ　やよい台 63 久保田 涼介

11 bye 久保田 涼介 75

12 3127678 久保田 涼介 日本大学第三高等学校    高橋 理揮

13 3128329 石井 俊介 N・CSP 古林 晋作 62

14 3127177 古林 晋作 聖徳学園高等学校 62 高橋 理揮

15 bye 高橋 理揮 64

16 3214000 高橋 理揮 あざみ野ローンテニスチーム    

17 3213705 桐山 良祐 荏原SSC 桐山 良祐    

18 bye    桐山 良祐

19 3127021 波多 健児 VIP Tennis Academy 庄野 智直 61

20 3128682 庄野 智直 武蔵野ドームテニススクール 61 岩村 祥平

21 3215612 田村 康平 横浜テニスアカデミー 田村 康平 63

22 bye    岩村 祥平

23 bye 岩村 祥平 62

24 3419068 岩村 祥平 上尾テニスクラブ    上原 宏太

25 3125964 上原 宏太 桜田倶楽部 上原 宏太 75
26 bye    上原 宏太

27 bye 石渡 健介 61

28 3127455 石渡 健介 ビッグK    上原 宏太

29 3127598 内田 敬愛 日本大学第三中学校 内田 敬愛 63

30 3128085 野中 隆弘 国立高校 63 内田 敬愛

31 bye 太田 悠斗 62

32 3125884 太田 悠斗 フェアリーテニスフォーラム    

33 3127061 毛利 伊吹 武蔵野ドームテニススクール 毛利 伊吹

34 bye    毛利 伊吹

35 3313223 木口 快斗 ルネサンス鷹之台TC 服部 大地 75

36 3420874 服部 大地 ふじみ野高校 62 毛利 伊吹

37 3127832 近藤 敏貴 ビッグKテニス 近藤 敏貴 60

38 bye    近藤 敏貴

39 bye 鈴木 秀高 wo

40 3125014 鈴木 秀高 成城学園中学校    川井 涼平

41 3421447 中村 佑羽 TAI Tennis School三郷 中村 佑羽 63
42 bye    米中 海人

43 bye 米中 海人 60

44 3125222 米中 海人 町田ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ    川井 涼平

45 3313305 小熊 優也 殿山テニスガーデン 古田 真周 63

46 3128615 古田 真周 学習院中等科 75 川井 涼平

47 bye 川井 涼平 62

48 3214661 川井 涼平 あざみ野ローンテニスチーム    

49 3125955 永田 和也 金町インターナショナルTA 永田 和也    

50 bye    永田 和也

51 3127205 高橋 優太 有明ジュニアテニスアカデミー wo

52 3126038 井上 翔太郎 ビッグKテニス Not Played 永田 和也

53 3419073 辻 優輝 石井真テニスアカデミー 辻 優輝 60

54 bye    辻 優輝

55 bye 柳田 泰基 75

56 3421378 柳田 泰基 ふじみ野高校    永田 和也

57 3214892 永井 敦己 青葉台ローンテニスクラブ 永井 敦己 63
58 bye    石井 渓太

59 bye 石井 渓太 63

60 3128559 石井 渓太 サリュートテニス専門学院    佐藤 和輝

61 3419095 田中 利旺 フォレストテニスクラブ 田中 利旺 61

62 3128113 松本 悠椰 武蔵野ドームテニススクール wo 佐藤 和輝

63 bye 佐藤 和輝 75

64 3215309 佐藤 和輝 光明学園相模原高等学校    

Q

Q

Q

Q



第10回 三芳グランド 春のジュニアコンペティション

男子シングルス 18歳以下 予選 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 予選決勝

65 3419006 齋藤 大地 赤城アカデミーさくら野火止 齋藤 大地

66 bye    齋藤 大地

67 3127757 内野 拓 サリュートテニス専門学院 内野 拓 64

68 3418921 西郷 恭平 大宮東高校 60 高橋 優

69 3128785 佐藤 偉 早稲田実業学校中等部 佐藤 偉 75

70 bye    高橋 優

71 bye 高橋 優 63

72 3214207 高橋 優 クリエイトTA    李 光輝

73 3128350 佐藤 慎哉 N・CSP 佐藤 慎哉 62
74 bye    佐藤 慎哉

75 bye 松浦 拓海 61

76 3128073 松浦 拓海 都立国立高校    李 光輝

77 3125927 李 光輝 たちかわジュニアＴＡ 李 光輝 62

78 3128649 植田 優人 日本大学第三高校 60 李 光輝

79 bye 高橋 颯 61

80 3213595 高橋 颯 リビエラ逗子マリーナテニススクール    

81 3213162 遠藤 優介 シンズあざみ野テニスチーム 遠藤 優介    

82 bye    遠藤 優介

83 3506508 大窪 君拓 高崎テニスクラブ 鉢呂 海斗 61

84 3128451 鉢呂 海斗 京王赤城アカデミー WO 遠藤 優介

85 3128549 吉川 彩人 サリュートテニス専門学院 吉川 彩人 62

86 bye    吉川 彩人

87 bye 塚田 航平 60

88 3214472 塚田 航平 IHSM綾瀬    遠藤 優介

89 3127340 津幡 航希 サリュートテニス専門学院 津幡 航希 62
90 bye    菊池 悠太

91 bye 菊池 悠太 wo

92 3128101 菊池 悠太 VIP Tennis Academy    川村 優太

93 3214974 竹内 悠大 荏原SSC 今塩屋 秀太 60

94 3214123 今塩屋 秀太 あざみ野ローンテニスチーム WO 川村 優太

95 bye 川村 優太 62

96 3419119 川村 優太 川越東高校    

97 3126310 石井 優大 チームZIP 石井 優大

98 bye    石井 優大

99 3128905 幸田 遼 筑波大学附属高校 Not Played wo

100 3126485 臼井 歩 日本大学第三中学校    石井 優大

101 3214203 木村 孝太郎 SSAレニックス 木村 孝太郎 WO

102 bye    齋藤 皓介

103 bye 齋藤 皓介 60

104 3213760 齋藤 皓介 テニスカレッジ　やよい台    石井 優大

105 3420079 山本 純久 城北埼玉高校 山本 純久 62
106 bye    山本 純久

107 bye 冨倉 巧 75

108 3215445 冨倉 巧 クリエイトTA    津山 友孝

109 3419591 津山 友孝 S.I.T.A 津山 友孝 75

110 3126486 臼井 匠 日本大学第三中学校 wo 津山 友孝

111 bye 村田 雄人 62

112 3420853 村田 雄人 H.Y.S    

113 3128588 太田 玲王 日本大学第三高校 太田 玲王    

114 bye    太田 玲王

115 3214866 朝倉 倖響 ファーイーストJrTA Not Played wo

116 3215366 石井 翔 クリエイトTA    鈴木 怜央

117 3419995 鈴木 怜央 城北埼玉高校 鈴木 怜央 WO

118 bye    鈴木 怜央

119 bye 樋口 葵伊 wo

120 3128988 樋口 葵伊 かえつ有明中学校    手塚 優希

121 3125041 片岡 璃皇 テニス TEAM 240 片岡 璃皇 62
122 bye    手塚 優希

123 bye 手塚 優希 63

124 3214284 手塚 優希 光明学園相模原高等学校    手塚 優希

125 3421151 市村 春樹 アクロステニスアカデミー 熊谷 直哉 62

126 3128839 熊谷 直哉 開成高校 wo 熊谷 直哉

127 bye 石田 太一 63

128 3127641 石田 太一 成城ジュニアテニスアカデミー    

Q

Q

Q

Q



第10回 三芳グランド 春のジュニアコンペティション

女子シングルス 12歳以下 予選 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 予選決勝

1 3165715 中林 ゆい VIP TENNIS ACADEMY 中林 ゆい 2月27日付けランキング使用
2 bye    中林 ゆい

3 3461239 大川 あい ブリヂストンテニスハウス新所沢 丹羽 恵里佳 61

4 3165951 丹羽 恵里佳 有明ジュニアテニスアカデミー WO 中林 ゆい

5 3166092 谷口 翼 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 吉岡 里菜 60

6 3461281 吉岡 里菜 リトルプリンステニスクラブ 61 石田 真子

7 3461506 安藤 楓 三芳ジュニアテニスアカデミー 石田 真子 64

8 3461090 石田 真子 テニスハレ大宮 61

9 3165856 内藤 未依 コートピア大泉テニスクラブ 内藤 未依    

10 bye    山上 夏季

11 3165997 山上 夏季 TAI Tennis School 山上 夏季 WO

12 3166166 宮野 蒼子 大正セントラルテニスクラブ目白 63 日向 美優

13 3166020 住友 希 昭和の森ジュニアテニススクール 住友 希 61

14 3461473 結城 桜彩 西武ドームテニスコート 64 日向 美優

15 3461295 樋口 眞葵 チサンテニスクラブ岡部 日向 美優 62

16 3461078 日向 美優 フォレストテニスクラブ 61

17 3461368 古城 さくら みんなのテニス 古城 さくら    

18 bye    古城 さくら

19 3461499 河俣 妃乃 テニススクエア和光 三輪 芽衣香 60

20 3166120 三輪 芽衣香 昭和の森ジュニアテニススクール 61 古城 さくら

21 3165962 矢部 夏鈴 ビッグK 矢部 夏鈴 60

22 3166079 佐々木 心楓 毎日庭球日 62 田中 舞璃花

23 3461301 千葉 こころ チサンテニスクラブ岡部 田中 舞璃花 61

24 3461308 田中 舞璃花 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 61

25 3165943 高城 心暖 ウイニングショット 高城 心暖    

26 bye    瀬尾 朱里

27 3461464 瀧澤 茉央 与野テニスクラブ 瀬尾 朱里 WO

28 3461408 瀬尾 朱里 グローバルプロテニスアカデミー 60 竹内 琉璃

29 3362108 檜山 はな A-one 竹内 琉璃 61

30 3362220 竹内 琉璃 誉田TC 63 竹内 琉璃

31 3461472 山本 香織 三芳ジュニアテニスアカデミー 山本 香織 60

32 3165912 伊尾 穂夏 たちかわJTA WO

33 3258673 長谷川 汎奈 Team YUKA 長谷川 汎奈

34 bye    長谷川 汎奈

35 3461469 那須 涼蘭 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 那須 涼蘭 61

36 3461438 中田 瑞歩 ミズノテニススクール坂戸 63 長谷川 汎奈

37 3461456 大河原 彩 与野テニスクラブ 佐藤 瑠奈 64

38 3165834 佐藤 瑠奈 フェアリーテニスフォーラム 61 中村 好葉

39 3461489 長谷場 玲美 みんなのテニス 中村 好葉 75

40 3461104 中村 好葉 鴻巣グリーンテニス 64

41 3461248 木村 心優 グリーンテニスプラザ 木村 心優    

42 bye    木村 心優

43 3165830 鈴木 遥菜 Team 310V 今野 凜子 64

44 3165619 今野 凜子 VIP Tennis Academy 60 ディリマー 雅

45 3165829 鈴木 優菜 Team 310V 近藤 彩菜 63

46 3461503 近藤 彩菜 ブリヂストンテニスハウス新所沢 64 ディリマー 雅

47 bye ディリマー 雅 62

48 3165877 ディリマー 雅 昭和の森テニススクール    

49 3362096 小山 莉央 SOL Tennis College 小山 莉央    

50 bye    小山 莉央

51 3166177 兼子 結衣 VIP TENNIS ACADEMY 武藤 みなみ 62

52 3461255 武藤 みなみ グリーンテニスプラザ 63 小山 莉央

53 3128782 大原 縁逢 昭和の森ジュニアテニススクール 大原 縁逢 61

54 3165991 川田 羚花 Team REC 61 大原 縁逢

55 bye 若名 優衣 61

56 3461325 若名 優衣 西武ドームテニスコート    

57 3165852 小林 花 京王赤城アカデミー 小林 花    

58 bye    小林 花

59 3165953 宮嶋 柚季 ひまわりテニスクラブ 宮嶋 柚季 60

60 3461307 福田 美亜 プログレソ・インドアスポーツ 64 小林 花

61 3461470 仙波 瑚希未 フォレストテニスクラブ 福田 千優 62

62 3461452 福田 千優 S.I.T.A 64 黒田 結生

63 bye 黒田 結生 61

64 3461243 黒田 結生 TC大井ファミリー    

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q



第10回 三芳グランド 春のジュニアコンペティション

女子シングルス 14歳以下 予選 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 予選決勝

1 3460958 土屋 海音 テニスクラブ大井ファミリー 土屋 海音 2月27日付けランキング使用
2 bye    土屋 海音

3 3258579 横田 凜 橘学苑中学校 横田 凜 63

4 3166029 西泉 沙紀 ミヤムラテニススクール 63 山本 菜央

5 3258477 山本 菜央 IHSM綾瀬 山本 菜央 61

6 3166065 佐藤 優里奈 フェアリーテニスフォーラム wo 山本 菜央

7 3166013 岡田 澪奈 TOPインドアステージ多摩 岡田 澪奈 62

8 3165746 永田 理々子 東京JTTC wo

9 3258587 沼井 琴音 ラック相模原テニスガーデン 沼井 琴音    

10 bye    沼井 琴音

11 3166082 山本 由莉 コートピア大泉テニスクラブ 岩田 美咲 75

12 3166014 岩田 美咲 八王子テニスアカデミー 61 沼井 琴音

13 3165827 佐藤 裕果 Team 310Ｖ 中田 香珠羽 62

14 3461273 中田 香珠羽 ミズノテニススクール坂戸 61 山川 日菜

15 bye 山川 日菜 75

16 3553654 山川 日菜 高崎テニスクラブ    

17 3165576 今井 もも Team310V 今井 もも    

18 bye    今井 もも

19 3165613 寺谷 彩夏 ビッグＫ 寺谷 彩夏 64

20 3166098 石川 翠珠 早稲田実業学校中等部 61 谷島 和実

21 3165845 前田 結貴 n.csp 前田 結貴 64

22 3461074 逸木 玲菜 H・Y・S 61 谷島 和実

23 bye 谷島 和実 64

24 3361981 谷島 和実 A-one    

25 3165748 土田 望鈴 Team310V 土田 望鈴    

26 bye    土田 望鈴

27 3461285 小林 陽菜 Fテニス 牧野 由佳 75

28 3258484 牧野 由佳 ジュンレオTA 63 森野 晴海

29 3461271 落合 咲来 TC大井ファミリー 落合 咲来 62

30 3258690 野中 麻衣 コナミスポーツクラブ海老名 75 森野 晴海

31 bye 森野 晴海 61

32 3258462 森野 晴海 橘テニスアカデミー    

33 3553630 小林 杏里紗 ＭＡＴ　 小林 杏里紗

34 bye    比留間 あい

35 3165456 比留間 あい 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 比留間 あい 62

36 3165946 築城 みなみ 桜田テニスカレッジ 61 比留間 あい

37 3166002 杉山 梨華 昭和の森ジュニアテニススクール 藤井 愛瑠 62

38 3461294 藤井 愛瑠 ミズノテニススクール坂戸 63 山本 真由

39 bye 山本 真由 63

40 3362058 山本 真由 松戸テニスクラブ    

41 3258660 荒井 晴 橘学苑 荒井 晴    

42 bye    庄司 結衣

43 3166105 庄司 結衣 Team Na.Ka. 庄司 結衣 63

44 3258621 山下 愛海 霧が丘アップテニスアカデミー 62 庄司 結衣

45 3553665 海口 紗乙 高崎テニスクラブ 海口 紗乙 63

46 3461046 前田 結衣 与野テニスクラブ 64 小田 愛菜

47 bye 小田 愛菜 61

48 3258662 小田 愛菜 大磯テニスアカデミー    

49 3258529 芳垣 美帆 Team YUKA 芳垣 美帆    

50 bye    南 星佳

51 3166104 南 星佳 武蔵野テニスシティー 南 星佳 61

52 3461261 山中 愛純 sita 61 南 星佳

53 3460772 橋場 もも テニスゼロ和光 Not Played 61

54 3165933 高橋 舞央子 Norikazu Sports Academy    芳垣 真帆

55 bye 芳垣 真帆 WO

56 3258528 芳垣 真帆 Team　YUKA    

57 3165516 小林 千陽 ビッグK 小林 千陽    

58 bye    小林 千陽

59 3258509 明場 凛 YSC 横田 唯 62

60 3258586 横田 唯 K-powersテニスアカデミーマートテニスガーデン 63 麻生 菜月

61 3166087 永田 奈々 テニスアカデミーSECG 麻生 菜月 62

62 3461278 麻生 菜月 リトルプリンステニスクラブ WO 麻生 菜月

63 bye 中野 江美 63

64 3461164 中野 江美 グローバルプロテニスアカデミー    

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q



第10回 三芳グランド 春のジュニアコンペティション

女子シングルス 16歳以下 予選 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 予選決勝

1 3460821 笠原 あすか ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 笠原 あすか 2月27日付けランキング使用
2 bye    笠原 あすか

3 3461197 中里 晴香 みんなのテニス 中里 晴香 61

4 3258107 高橋 彩芽 ワールドテニスクラブ 62 笠原 あすか

5 3460948 高橋 琴葉 石井真テニスアカデミー 高橋 琴葉 60

6 bye    高橋 琴葉

7 bye 三輪 真巳 WO

8 3165367 三輪 真巳 コートピア大泉テニスクラブ    

9 3258422 朝井 奈津子 エバーグリーン テニスフォレスト横浜 朝井 奈津子    

10 bye    厳 惟月

11 3362206 厳 惟月 サムライテニス 厳 惟月 64

12 3165446 若杉 沙羅 ＶＩＰ　ＴＥＮＮＩＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ 62 厳 惟月

13 3361697 磯目 璃子 ルネサンス鷹の台 磯目 璃子 62

14 bye    磯目 璃子

15 bye 山本 実夢 61

16 3361858 山本 実夢 オールサムズテニスクラブ    

17 3460745 角田 智 与野テニスクラブ 角田 智    

18 bye    角田 智

19 3461149 柴崎 葵 川口市テニス協会ジュニア 竹内 綾音 60

20 3165468 竹内 綾音 Team310V 62 角田 智

21 3460767 舘 まりか TC大井ファミリー 舘 まりか 60

22 bye    舘 まりか

23 bye 松本 瑠夏 WO

24 3165510 松本 瑠夏 武蔵野ドームテニススクール    

25 3460654 吉川 綾乃 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 吉川 綾乃    

26 bye    吉川 綾乃

27 3166057 下田 夏鈴 八王子テニスアカデミー 天沼 礼 63

28 3165667 天沼 礼 T.ロザリオ 62 吉川 綾乃

29 3553631 小林 鈴 ＭＡＴ 小林 鈴 60

30 bye    堀 里穂

31 bye 堀 里穂 75

32 3165590 堀 里穂 桜田倶楽部    

33 3165848 高橋 由歌子 Norikazu Sports Academy 高橋 由歌子

34 bye    伊藤 楓恋

35 3361827 伊藤 楓恋 あじさいMTCアカデミー 伊藤 楓恋 64

36 3258601 古屋 美桜 神奈中テニスクラブ　小田原 60 伊藤 楓恋

37 3553691 楠本 奈々 高崎テニスクラブ 楠本 奈々 61

38 bye    楠本 奈々

39 bye 猪瀬 彩羽 WO

40 3361641 猪瀬 彩羽 吉田記念テニス研修センター    

41 3165340 平田 葵 八王子テニスアカデミー 平田 葵    

42 bye    平田 葵

43 3165882 脇水 陽菜 明治大学付属明治中学校 永倉 夕楓 61

44 3166083 永倉 夕楓 チームZIP 62 平田 葵

45 3460879 小泉 佳穂 川口市テニス協会ジュニア 小泉 佳穂 62

46 bye    岩佐 菜々心

47 bye 岩佐 菜々心 61

48 3165439 岩佐 菜々心 たちかわジュニアテニスアカデミー    

49 3460916 飯塚 萌々子 赤城アカデミーさくら野火止 飯塚 萌々子    

50 bye    飯塚 萌々子

51 3164836 福島 小径 京王赤城アカデミー 福島 小径 63

52 3461060 山岡 美貴 Fテニス 62 飯塚 萌々子

53 3165455 寺山 由起 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 寺山 由起 60

54 3461265 春日 日奈子 西武ドームテニスコート 63 中谷 莉子

55 bye 中谷 莉子 75

56 3361728 中谷 莉子 志津テニスクラブ    

57 3165252 東谷 梨央 J・STAP 東谷 梨央    

58 bye    東谷 梨央

59 3460933 大河原 惟 与野テニスクラブ 大河原 惟 63

60 3553422 福田 綾乃 一筆テニスクラブ 63 長野 リサ

61 3362114 長野 リサ フェローズスポーツ 長野 リサ 75

62 3165916 今井 裕華 ビッグK 63 長野 リサ

63 bye 中川 愛佳 WO

64 3164841 中川 愛佳 昭和の森JTS    

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q



第10回 三芳グランド 春のジュニアコンペティション

女子シングルス 18歳以下 予選 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 予選決勝

1 3165098 久保田 かすみ Team REC 久保田 かすみ 2月27日付けランキング使用
2 bye    光広 彩乃

3 3258152 光広 彩乃 弥栄高校 光広 彩乃 WO

4 3752144 小塚 もも 日大明誠高等学校 62 岩田 麗世

5 3257864 大江 由乃 Team YUKA 笠原 綾乃 62

6 3164720 笠原 綾乃 早稲田実業学校中等部 62 岩田 麗世

7 3460441 森井 亜弥 埼玉平成高校 岩田 麗世 61

8 3257912 岩田 麗世 光明学園 相模原高等学校 WO

9 3258302 高橋 莉菜 エバーグリーンテニスフォレスト横浜 高橋 莉菜    

10 bye    小田島 佑奈

11 3165964 高野 珠生 MTSテニスアリーナ三鷹 小田島 佑奈 WO

12 3258221 小田島 佑奈 テニスカレッジ弥生台 60 小桧山 ほの香

13 3553289 福田 詩織 一筆テニスクラブ 福田 詩織 75

14 3165142 佐藤 愛美 ｌＨＳM 武蔵野 64 小桧山 ほの香

15 bye 小桧山 ほの香 61

16 3164493 小桧山 ほの香 T.T.LBRL    

17 3164579 堀内 真帆 コートピア大泉テニスクラブ 堀内 真帆    

18 bye    堀内 真帆

19 3258307 近郷 彩子 霧が丘アップテニスアカデミー 近郷 彩子 64

20 3164989 金野 萌 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 63 奥沢 歩侑

21 3166150 飯野 真紀 チームZIP 黒木 歩未 63

22 3165498 黒木 歩未 マキシマムスポーツマインド WO 奥沢 歩侑

23 bye 奥沢 歩侑 60

24 3165168 奥沢 歩侑 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ    

25 3258697 鳥海 里帆 荏原SSC 鳥海 里帆    

26 bye    鳥海 里帆

27 3258332 安藤 涼夏 あざみ野ローンテニスチーム 大間知 さら 64

28 3258681 大間知 さら 登戸サンライズテニスコート 62 鳥海 里帆

29 3361792 薦田 怜奈 東邦大学付属東邦高等学校 薦田 怜奈 64

30 3258554 小林 未来 登戸サンライズテニスコート 62 佐藤 優芽

31 bye 佐藤 優芽 63

32 3165254 佐藤 優芽 たちかわジュニアテニスアカデミー    

33 3361640 平野 桜 INABA　T.S. 平野 桜

34 bye    平野 桜

35 3165154 伊夫伎 真耶 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 伊夫伎 真耶 60

36 3166081 山本 里茉 ビッグKテニス 64 平野 桜

37 3459988 新井 優愛 プラスαテニスカレッジ 砂川 涼 64

38 3258194 砂川 涼 荏原SSC WO 砂川 涼

39 bye 飯田 悠里安 WO

40 3460261 飯田 悠里安 昌平高校    

41 3166058 宮地 蘭 ビッグＫテニス 宮地 蘭    

42 bye    宮地 蘭

43 3258091 小倉 晴夏 小田急藤沢テニスガーデン 小倉 晴夏 62

44 3165919 谷澤 里彩 IHSM武蔵野 63 宮地 蘭

45 3258615 加藤 里奈 IHSMレニックス 原 明日美 61

46 3258240 原 明日美 橘学苑中学校 61 原 明日美

47 bye 平川 涼子 63

48 3257941 平川 涼子 神奈中インドアテニススクール藤沢    

49 3461504 松井 望海 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 松井 望海    

50 bye    市川 あゆみ

51 3165983 上村 愛 有明ジュニアテニスアカデミー 市川 あゆみ WO

52 3165570 市川 あゆみ 昭和の森ジュニアテニススクール 62 市川 あゆみ

53 3164810 棚本 優香 瀬田テニススクール 63

54 3362210 藤田 遥菜 サムライテニス Not Played 山本 美紅

55 bye 山本 美紅 WO

56 3165074 山本 美紅 山脇学園高校    

57 3258113 福川 凜 ジュンレオＴＡ 福川 凜    

58 bye    福川 凜

59 3165690 吉田 里奈 立正高校 滝田 優里恵 63

60 3165348 滝田 優里恵 武蔵野ドームテニススクール 62 萩原 直

61 3165120 寺谷 愛夏 ビッグK 寺谷 愛夏 61

62 3461163 星野 沙月 浦和学院高校 62 萩原 直

63 bye 萩原 直 60

64 3164763 萩原 直 VIP TENNIS ACADEMY    

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q


