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

1 3124244 石井 貴之 成城学園高校 石井 貴之

2 bye    菅野 秀斗

3 3420339 皆川 拓斗 大井高校 菅野 秀斗 WO

4 3124218 菅野 秀斗 京王赤城アカデミー 62 菅野 秀斗

5 3126190 大岡 弘尚 玉川学園 大岡 弘尚 75

6 bye    大岡 弘尚

7 bye 広瀬 大瑚 61

8 3214139 広瀬 大瑚 登戸サンライズTC    菅野 秀斗

9 3604515 入澤 聖 CSJ 入澤 聖 61

10 3419537 北井 優人 赤城アカデミーさくら野火止 WO 堀江 耕平

11 bye 堀江 耕平 63

12 3126163 堀江 耕平 麻布学園    安藤 誠淑

13 3417240 前川 公汰朗 秀明栄光高等学校 前川 公汰朗 62

14 3213448 和田 直樹 鎌倉学園高校 64 安藤 誠淑

15 bye 安藤 誠淑 61

16 3124814 安藤 誠淑 昭和の森JTS    

17 3212531 徳 航太 リビエラ逗子マリーナテニススクール 徳 航太    

18 bye    徳 航太

19 3420405 戸丸 諒 三芳ジュニアテニスアカデミー WO

20 3214593 佐久間 唯人 青葉台ローンテニスクラブ 試合無し 徳 航太

21 3214226 漆原 惇 リビエラ逗子マリーナテニススクール 漆原 惇 61

22 bye    福江 俊輔

23 bye 福江 俊輔 63

24 3127654 福江 俊輔 東京成徳大学高校    徳 航太

25 3214606 八木沢 駿太 青葉台ローンテニスクラブ 八木沢 駿太 61

26 3127638 中田 光紀 成城ジュニアテニスアカデミー 63 八木沢 駿太

27 bye 江村 航紀 62

28 3418911 江村 航紀 浦和東高校    野沢 ALEX啓人

29 3416056 小沢 篤央 東松山ジュニアテニスクラブ 小沢 篤央 63

30 3127470 坂本 怜 早稲田実業学校高等部 62 野沢 ALEX啓人

31 bye 野沢 ALEX啓人 63

32 3127752 野沢 ALEX啓人 京王赤城テニスアカデミー    

33 3125336 萩森 建太 T.T.LBRL 萩森 建太

34 bye    諏訪 佑樹

35 3124214 諏訪 佑樹 VIP TENNIS ACADEMY 諏訪 佑樹 WO

36 3419988 小田 明輝 秀明英光高等学校 WO 諏訪 佑樹

37 3313279 齋藤 航輝 立教池袋高等学校 齋藤 航輝 62

38 bye    肥後橋 秀徳

39 bye 肥後橋 秀徳 WO

40 3212123 肥後橋 秀徳 リビエラ逗子マリーナテニススクール    前田 理玖

41 3124344 友金 拓也 NCSP 61

42 3124389 宮岸 一樹 日本大学第三高校 試合無し 荒野 翔

43 bye 荒野 翔 WO

44 3419975 荒野 翔 城西大付属川越高等学校    前田 理玖

45 3703260 前田 理玖 ACE Tennis Club 前田 理玖 61

46 3420393 八木 恭兵 ウィングローバルテニスアカデミー熊谷 63 前田 理玖

47 bye 田村 勇太 WO

48 3214874 田村 勇太 慶応義塾高校    

49 3123117 二村 賢人 日本大学第三高校 二村 賢人    

50 bye    浦部 直

51 3127328 鈴木 聡馬 成蹊中学校 浦部 直 WO

52 3124649 浦部 直 羽村高校 60 高野 馨次

53 3420324 高野 馨次 ブレントウッドインドアテニススクール 高野 馨次 76(3)

54 bye    高野 馨次

55 bye 横田 勇大 64

56 3125908 横田 勇大 日本大学第三高校    三浦 大我

57 3416188 戸井田 優大 伊奈学園総合高校 尾上 泰良 63

58 3312543 尾上 泰良 あじさいインドアTS 62 尾上 泰良

59 bye 関根 千耀 63

60 3505158 関根 千耀 高崎テニスクラブ    三浦 大我

61 3127001 田中 秀樹 順天高校 小倉 史也 61

62 3126095 小倉 史也 青山学院高等部 62 三浦 大我

63 bye 三浦 大我 61

64 3505442 三浦 大我 スプレッドテニスクルー    

【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 18歳以下 予選
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Q

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

【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 18歳以下 予選

65 3312330 深見 翔大 Pal  Tennis 深見 翔大

66 bye    谷口 悠真

67 3420069 守山 光介 PCAジュニアテニスアカデミー 谷口 悠真 WO

68 3127010 谷口 悠真 ビックＫ 62 矢部 陽

69 3213591 矢部 陽 コナミスポーツクラブ海老名 矢部 陽 60

70 bye    矢部 陽

71 bye 池田 桐英 62

72 3126597 池田 桐英 昭和の森ジュニアテニススクール    井上 雅文

73 3417578 佐藤 壮汰 ルネサンス蕨 佐藤 壮汰 63

74 3420224 森田 航 ブレントウッドインドアテニススクール 64 佐藤 壮汰

75 bye 中谷 慧 64

76 3125663 中谷 慧 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ    井上 雅文

77 3124446 西田 一貴 東京学芸大学附属国際中等教育学校 林 英典 60

78 3313854 林 英典 オールサムズテニスクラブ 60 井上 雅文

79 bye 井上 雅文 61

80 3213253 井上 雅文 慶應義塾高校    

81 3125690 島 裕登 京王赤城アカデミー 島 裕登    

82 bye    林 佑樹

83 3212620 林 佑樹 金沢高校 林 佑樹 62

84 3125725 細江 智貴 青山学院高等部 60 林 佑樹

85 3418161 沖野 祥則 ルネサンス浦和 沖野 祥則 62

86 bye    沖野 祥則

87 bye 杉浦 拓巳 64

88 3122346 杉浦 拓巳 TAI Tennis School    林 佑樹

89 3214191 飯田 望史 YSC 飯田 望史 76(5)

90 3505113 馬場 拓未 サン・テニスクラブ 62 飯田 望史

91 bye 岩澤 宏樹 62

92 3419443 岩澤 宏樹 立教新座高校    矢嶋 宏基

93 3125548 松崎 嵩天 TAI Tennis School 松崎 嵩天 62

94 3213287 古藤 嵩大 リーファインターナショナルテニスアカデミー 62 矢嶋 宏基

95 bye 矢嶋 宏基 60

96 3124187 矢嶋 宏基 VIP Tennis Academy    

97 3211626 行森 俊哉 M-style Tennis Training Center 行森 俊哉

98 bye    行森 俊哉

99 3418178 齊藤 優 コナミスポーツクラブ狭山 齊藤 優 60

100 3313750 天野 晃 東京学館浦安高等学校 75 行森 俊哉

101 3212626 中嶋 悠斗 シンズあざみ野テニスチーム 中嶋 悠斗 60

102 bye    西村 航彗

103 bye 西村 航彗 WO

104 3214675 西村 航彗 青葉台ローンテニスクラブ    岩本 涼汰

105 3125951 海老沼 健一 明治大学付属明治高等学校 海老沼 健一 62

106 bye    北澤 拓実

107 bye 北澤 拓実 WO

108 3416904 北澤 拓実 川口北高校    岩本 涼汰

109 3312949 中島 柊斗 松原TC印西 小暮 康太 62

110 3125943 小暮 康太 マキシマムスポーツマインド WO 岩本 涼汰

111 bye 岩本 涼汰 63

112 3212749 岩本 涼汰 ファーイーストJr.T.A    

113 3312946 松尾 圭都 殿山テニスガーデン 松尾 圭都    

114 bye    松尾 圭都

115 3125696 田邊 陸 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 川本 侃世 61

116 3417474 川本 侃世 東京農業大学第三高校 62 松尾 圭都

117 3212840 鈴木 翔真 山手学院中学校 鈴木 翔真 64

118 bye    熊谷 謙

119 bye 熊谷 謙 WO

120 3214779 熊谷 謙 慶應義塾高校    松尾 圭都

121 3213862 服部 紀之 パーム･インターナショナル･テニス･アカデミー 服部 紀之 64

122 bye    服部 紀之

123 bye 武井 龍司 61

124 3126367 武井 龍司 ビックＫテニス    服部 紀之

125 3126355 鈴木 健永 武蔵野テニスシティー 鈴木 健永 60

126 3126286 大田 拓海 開成高校 WO 佐藤 智明

127 bye 佐藤 智明 64

128 3418518 佐藤 智明 赤城アカデミーさくら野火止    
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Q
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Q


