
12月8日付ランキング使用
登録No Seed name 1R 2R 3R 4R 予選決勝

1 3126756 小宮 明頼 水郷インドアテニスアカデミー 小宮 明頼

2 bye    小宮 明頼

3 3127254 渡部 悠大 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 渡部 悠大 76(5)

4 3214672 村崎 太樹 Val 61 小宮 明頼

5 3214793 岩田 寛生 大島フラワ－テニスガ－デン 岩田 寛生 61

6 bye    岩田 寛生

7 bye 佐藤 諒以 WO

8 3127016 佐藤 諒以 狛江インドアジュニアATPチーム    真中 翔楊

9 3127407 山川 倖平 有明ジュニアテニスアカデミー 山川 倖平 63

10 bye    真中 翔楊

11 bye 真中 翔楊 WO

12 3803651 真中 翔楊 あかやまTC小山    真中 翔楊

13 3214562 松浦 麟太郎 青葉台ローンテニスクラブ 松浦 麟太郎 61

14 bye    野口 聖

15 bye 野口 聖 WO

16 3419468 野口 聖 ブリヂストンテニスハウス浦和    栗原 颯友

17 3127188 服部 一慧 有明ジュニアテニスアカデミー 服部 一慧 60

18 bye    阪 昂則

19 bye 阪 昂則 WO

20 3419601 阪 昂則 グリーンテニスプラザ    阪 昂則

21 3127671 大木 悠靖 TOPインドアステージ亀戸 大木 悠靖 62

22 bye    大木 悠靖

23 bye 角田 虎太朗 60

24 3127447 角田 虎太朗 コートピア大泉テニスクラブ    栗原 颯友

25 3420337 太田 彩貴 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 太田 彩貴 61

26 bye    

27 bye 大岩 春翔 試合無し

28 3419974 大岩 春翔 グリーンテニスプラザ    栗原 颯友

29 3419561 栗原 颯友 リトルプリンステニスクラブ 栗原 颯友 WO

30 bye    栗原 颯友

31 bye 小林 祐也 WO

32 3126457 小林 祐也 武蔵野ドームテニススクール    

33 3419508 早川 宗登 グリーンテニスプラザ 早川 宗登    

34 bye    早川 宗登

35 3604275 塚本 駿太 神栖TI-Cube 塚本 駿太 61

36 3214578 八木 颯翔 大島フラワーテニスガーデン 61 早川 宗登

37 3419716 望月 陽仁 S.I.T.A 望月 陽仁 60

38 bye    望月 陽仁

39 bye 野口 礼斗 WO

40 3420027 野口 礼斗 赤城アカデミーさくら野火止    早川 宗登

41 3419961 高橋 束瑳 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 高橋 束瑳 60

42 bye    

43 bye 野原 康佑 試合無し

44 3703512 野原 康佑 エストテニスクラブ    加藤木 優人

45 3126791 加藤木 優人 T.T.LBRL 加藤木 優人 WO

46 bye    加藤木 優人

47 bye 吉川 徹 60

48 3214818 吉川 徹 ファーイーストJr.TA    松岡 隼

49 3127134 増田 真吾 IHSM 増田 真吾 64

50 bye    増田 真吾

51 bye 井上 波哉 WO

52 3214502 井上 波哉 クリエイトテニスアカデミーFTC    増田 真吾

53 3604575 小島 晴樹 Fun to Tennis 小島 晴樹 61

54 bye    小島 晴樹

55 bye 東 祐貴也 WO

56 3126761 東 祐貴也 チームZIP    松岡 隼

57 3127100 宮良 琉玖 ビッグＫ 宮良 琉玖 64

58 bye    佐藤 大喜

59 bye 佐藤 大喜 62

60 3214618 佐藤 大喜 IHSMレニックス    松岡 隼

61 3214673 布施 大雅 大島フラワーテニスガーデン 布施 大雅 63

62 bye    松岡 隼

63 bye 松岡 隼 61

64 3214324 松岡 隼 荏原SSC    

【関東公認】 第17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 12歳以下 予選
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65 3126410 岡部 悠希 たちかわJTA 岡部 悠希

66 bye    岡部 悠希

67 3126608 土井 飛祐吾 京王赤城アカデミー 山口 達人 60

68 3420209 山口 達人 グリーンテニスプラザ WO 岡部 悠希

69 3505793 飯塚 陸 Tアイジュニアテニスクラブ 飯塚 陸 62

70 bye    飯塚 陸

71 bye 間宮 蒼大 62

72 3313686 間宮 蒼大 kion千葉    岡部 悠希

73 3127313 島巡 巧海 TOPインドアステージ亀戸 島巡 巧海 62

74 bye    島巡 巧海

75 bye 柳 志優 60

76 3420081 柳 志優 チサンテニスクラブ岡部    原口 善一

77 3127317 原口 善一 金町インターナショナルＴＡ 原口 善一 63

78 bye    原口 善一

79 bye 阿部 広夢 60

80 3506374 阿部 広夢 ミナミグリーンテニスクラブ    岡部 悠希

81 3214863 野口 峻 ファーイーストJrTA 野口 峻 61

82 bye    野口 峻

83 bye 寺田 賢成 WO

84 3127253 寺田 賢成 VIP TENNIS ACADEMY    石井 智樹

85 3803681 野口 朔太郎 小山ジュニア 野口 朔太郎 62

86 bye    石井 智樹

87 bye 石井 智樹 WO

88 3214446 石井 智樹 プロフェッショナルテニススクール    井上 翔太郎

89 3420344 佐藤 颯亜 東大宮テニスクラブ 佐藤 颯亜 61

90 bye    一宮 瞭真

91 bye 一宮 瞭真 63

92 3214383 一宮 瞭真 青葉台ローンテニスクラブ    井上 翔太郎

93 3313354 最所 晴樹 TAC 最所 晴樹 61

94 bye    井上 翔太郎

95 bye 井上 翔太郎 62

96 3419525 井上 翔太郎 三芳ジュニアアカデミー    

97 3313299 多田 悠太 志津テニスクラブ 多田 悠太    

98 bye    多田 悠太

99 3126926 當仲 亮太 チームZIP 當仲 亮太 64

100 3506301 小林 優真 エリステニスクラブ 62 多田 悠太

101 3313485 金田 晴輝 松原テニススクール 金田 晴輝 60

102 bye    稲葉 拓

103 bye 稲葉 拓 WO

104 3420368 稲葉 拓 埼玉県テニス協会    多田 悠太

105 3127382 藤野 克彬 ビッグK　 藤野 克彬 60

106 bye    藤野 克彬

107 bye 谷井 凱斗 63

108 3604571 谷井 凱斗 Fun to Tennis    南雲 優作

109 3127250 南雲 優作 Team 310Ｖ 南雲 優作 63

110 bye    南雲 優作

111 bye 柳 志佳 61

112 3127784 柳 志佳 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ    多田 悠太

113 3506106 太田 祥介 ミナミグリーンテニスクラブ 太田 祥介 63

114 bye    太田 祥介

115 bye 尾上 柊匠 WO

116 3127244 尾上 柊匠 有明ジュニアテニスアカデミー    太田 祥介

117 3419950 園部 錬 与野テニスクラブ 園部 錬 60

118 bye    浅見 遙人

119 bye 浅見 遙人 WO

120 3420410 浅見 遙人 TC大井ファミリー    松崎 要喬

121 3419559 中川 匠太郎 リトルプリンスTC 中川 匠太郎 62

122 bye    中川 匠太郎

123 bye 佐藤 璃空 60

124 3127726 佐藤 璃空 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    松崎 要喬

125 3126958 當仲 優樹 チームZIP 當仲 優樹 60

126 bye    松崎 要喬

127 bye 松崎 要喬 60

128 3125641 松崎 要喬 TAI  Tennis School    
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129 3313689 福島 奎汰 KION 千葉 福島 奎汰

130 bye    福島 奎汰

131 3313596 鎌田 啓吾 ルネサンス鷹の台TC 木村 祥万 61

132 3604491 木村 祥万 FuntoTennis 64 福島 奎汰

133 3420408 板橋 壱樹 ＴC大井ファミリー 板橋 壱樹 64

134 bye    高松 勇吹

135 bye 高松 勇吹 64

136 3506061 高松 勇吹 前橋テニスカレッジ    福島 奎汰

137 3127011 木下 修吾 フューチャーズ 木下 修吾 64

138 bye    西嶋 優太朗

139 bye 西嶋 優太朗 62

140 3420080 西嶋 優太朗 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ    間宮 大遥

141 3127514 上野 温洋 京王赤城アカデミー 上野 温洋 75

142 bye    間宮 大遥

143 bye 間宮 大遥 WO

144 3313685 間宮 大遥 kion千葉    山内 日斗

145 3127644 久冨 竜聖 京王赤城アカデミー 久冨 竜聖 75

146 bye    山内 日斗

147 bye 山内 日斗 63

148 3313735 山内 日斗 フミヤエース市川テニスアカデミー    山内 日斗

149 3214865 堀田 大旗 ファーイーストJrTA 堀田 大旗 62

150 bye    江淵 健斗

151 bye 江淵 健斗 60

152 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    山内 日斗

153 3214499 山本 拓 K-powers テニスアカデミー マートテニスガーデン校 山本 拓 76(1)

154 bye    山本 拓

155 bye 中村 颯太 61

156 3420326 中村 颯太 ブレントウッドラケットクラブ    青木 康登

157 3506335 亀山 楓衣 館林ジュニアテニスクラブ 亀山 楓衣 64

158 bye    青木 康登

159 bye 青木 康登 61

160 3803395 青木 康登 宇都宮テニスクラブ    

161 3127077 岡崎 開 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 岡崎 開    

162 bye    岡崎 開

163 3419216 青木 雅瑠 TC大井ファミリー 青木 雅瑠 61

164 3506314 村上 大志 あかぎテニスクラブ 60 岡崎 開

165 3127044 桑原 千裕 有明ジュニアテニスアカデミー 桑原 千裕 60

166 bye    桑原 千裕

167 bye 茂木 一希 61

168 3420054 茂木 一希 浦和パークテニスクラブ    岡崎 開

169 3506344 亀山 日向 館林ジュニアテニスクラブ 亀山 日向 WO

170 bye    五百城 純

171 bye 五百城 純 60

172 3127319 五百城 純 東宝調布テニスクラブ    五百城 純

173 3126994 林 靖衡 ビッグK 林 靖衡 62

174 bye    笹尾 智也

175 bye 笹尾 智也 61

176 3127513 笹尾 智也 レック興発    岡崎 開

177 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 ビストリツェアヌ マテイ 62

178 bye    ビストリツェアヌ マテイ

179 bye 冨原 和樹 60

180 3127420 冨原 和樹 東宝テニスアカデミー    松村 康太郎

181 3214861 谷川 圭斗 ﾌｧｰｲｰｽﾄｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ 谷川 圭斗 61

182 bye    松村 康太郎

183 bye 松村 康太郎 60

184 3126680 松村 康太郎 コートピア大泉テニスクラブ    松村 康太郎

185 3313646 多田 歩純 ロイヤルSCテニスクラブ 多田 歩純 62

186 bye    多田 歩純

187 bye 安岳 誠人 64

188 3313783 安岳 誠人 スポーツコミュニティー浜野テニススクール    多田 和起

189 3127315 東 真叶 コートピア大泉テニスクラブ 東 真叶 61

190 bye    多田 和起

191 bye 多田 和起 61

192 3313405 多田 和起 ロイヤルSCテニスクラブ    
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193 3214316 増川 翔太 IHSMレニックス 増川 翔太

194 bye    増川 翔太

195 3419963 皆川 優 TC大井ファミリー 辻 琉聖 63

196 3214319 辻 琉聖 YSC 76(6) 増川 翔太

197 3214560 石井 啓 ESSC 石井 啓 62

198 bye    石井 啓

199 bye 財満 開志 60

200 3214894 財満 開志 ファーイーストJrTA    増川 翔太

201 3604362 霜田 一心 CSJ 霜田 一心 WO

202 bye    霜田 一心

203 bye 前田 烈斗 64

204 3313239 前田 烈斗 INABA T.S.    岡本 武琉

205 3214790 外池 智稀 BEAT TENNIS CLUB 外池 智稀 63

206 bye    岡本 武琉

207 bye 岡本 武琉 WO

208 3419900 岡本 武琉 ひばりケ丘新豊テニスクラブ    時岡 宏斗

209 3419982 板倉 輝 三芳ジュニアテニスアカデミー 板倉 輝 64

210 bye    高橋 康晟

211 bye 高橋 康晟 61

212 3419135 高橋 康晟 エルヴェ    高橋 康晟

213 3126474 マゴニガル 風 京王赤城アカデミー マゴニガル 風 62

214 bye    遠藤 月玖

215 bye 遠藤 月玖 WO

216 3214631 遠藤 月玖 葉山テニスクラブ    時岡 宏斗

217 3420415 片桐 瑠己 三芳ジュニアテニスアカデミー 片桐 瑠己 63

218 bye    小宮 礼韻

219 bye 小宮 礼韻 63

220 3127267 小宮 礼韻 VIP TENNIS ACADEMY    時岡 宏斗

221 3127607 中元寺 隆成 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 中元寺 隆成 60

222 bye    時岡 宏斗

223 bye 時岡 宏斗 60

224 3419934 時岡 宏斗 グリーンテニスプラザ    

225 3418561 寺崎 秋賀 S.I.T.A 寺崎 秋賀    

226 bye    寺崎 秋賀

227 3419556 加瀬谷 洸旭 リトルプリンステニスクラブ 加瀬谷 洸旭 61

228 3127774 宮本 優音 昭和の森ジュニアテニススクール WO 寺崎 秋賀

229 3313715 谷本 湧 フミヤエース市川TA 谷本 湧 60

230 bye    谷本 湧

231 bye 藤本 陸来 63

232 3420401 藤本 陸来 ルネサンス    安田 光

233 3126912 黒田 長実 自由ヶ丘インターナショナルテニスカレッジ 黒田 長実 63

234 bye    黒田 長実

235 bye 高尾 時馬 60

236 3506411 高尾 時馬 エリステニスクラブ    安田 光

237 3604534 安田 光 TSO 安田 光 63

238 bye    安田 光

239 bye 山本 律 76(2)

240 3126328 山本 律 TAI Tennis School    ボウルズ ニコラス

241 3214418 福本 喜平 リビエラ逗子マリーナテニススクール 福本 喜平 63

242 bye    ボウルズ ニコラス

243 bye ボウルズ ニコラス 60

244 3127702 ボウルズ ニコラス TEAM YONEZAWA    ボウルズ ニコラス

245 3419924 吉田 万佐希 PCA 吉田 万佐希 61

246 bye    松村 成

247 bye 松村 成 61

248 3419902 松村 成 三芳ジュニアテニスアカデミー    ボウルズ ニコラス

249 3127417 荻上 悠雅 武蔵野ドームテニススクール 荻上 悠雅 63

250 bye    轟 佑介

251 bye 轟 佑介 60

252 3126446 轟 佑介 有明ジュニアテニスアカデミー    轟 佑介

253 3127274 但馬 秀梧 自由ヶ丘インターナショナルテニスカレッジ 京極 航汰 63

254 3214743 京極 航汰 大島フラワーテニスガーデン WO 浜口 創

255 bye 浜口 創 61

256 3126488 浜口 創 有明ジュニアテニスアカデミー    
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