
6月30日付ランキング使用
登録No Seed name 1R 2R 予選決勝

1 3125943 小暮 康太 志津テニスクラブ 小暮 康太

2 bye    伊藤 英士

3 3419898 榎本 恭将 赤城アカデミーさくら野火止 伊藤 英士 76(3)

4 3127572 伊藤 英士 錦城高等学校 61 吉田 功汰

5 3418178 齊藤 優 コナミスポーツクラブ狭山 齊藤 優 61

6 bye    吉田 功汰

7 bye 吉田 功汰 60

8 3418000 吉田 功汰 浦和パークテニスクラブ    

9 3126990 香村 悠太 ミヤムラテニススクール 香村 悠太    

10 bye    香村 悠太

11 3127590 板倉 勇人 成蹊高等学校 板倉 勇人 63

12 3127526 大長 稜平 早稲田実業高等部 60 香村 悠太

13 3214705 栗田 将伍 慶應高等学校 栗田 将伍 61

14 bye    宇津井 康

15 bye 宇津井 康 61

16 3125320 宇津井 康 高輪テニスセンター    

17 3312954 小関 太一 松原テニスクラブ印西 小関 太一    

18 bye    小関 太一

19 3506565 須藤 芳鷹 高崎経済大学付属高校 寺出 岳路 61

20 3127857 寺出 岳路 八王子実践高等学校 75 五位 達朗

21 3213908 鈴木 健太 法政大学第二高等学校 鈴木 健太 75

22 bye    五位 達朗

23 bye 五位 達朗 62

24 3125224 五位 達朗 ノア・インドアステージ国分寺    

25 3126870 岩井 蒼将 エヌ・プランニング 岩井 蒼将    

26 bye    岩井 蒼将

27 3214716 渡邉 悠太 慶應義塾高校 渡邉 悠太 62

28 3127194 矢島 優太 町田ローンテニスクラブ 62 宇土 晟矢

29 3127614 白坂 蒼志 共栄学園高等学校 白坂 蒼志 75

30 bye    宇土 晟矢

31 bye 宇土 晟矢 63

32 3603838 宇土 晟矢 東洋大牛久高    

33 3127848 佐久間 唯人 青葉台ローンＪＴA 佐久間 唯人

34 bye    熊谷 謙

35 3417240 前川 公汰朗 秀明栄光高等学校 熊谷 謙 62

36 3214779 熊谷 謙 慶應義塾高校 76(2) 熊谷 謙

37 3127575 黒田 尚希 三菱養和テニススクール 黒田 尚希 76(2)

38 3126605 小檜山 元 成蹊高等学校 60 加藤 晋作

39 bye 加藤 晋作 61

40 3127432 加藤 晋作 サリュートテニス専門学院    

41 3418992 中西 康介 県立川越高校 中西 康介    

42 bye    宮本 将希

43 3213757 宮本 将希 法政大学第二高校 宮本 将希 60

44 3127875 西村 航彗 青葉台ローンJTA 60 宮本 将希

45 3703679 染野 優作 駿台甲府高校 磯部 大成 75

46 3124767 磯部 大成 立教池袋高等校 61 磯部 大成

47 bye 三野 航 76(4)

48 3126972 三野 航 サリュートテニス専門学院    

49 3313203 玉井 優 TTC 玉井 優    

50 bye    玉井 優

51 3127593 幸田 洋哉 成蹊高等学校 幸田 洋哉 61

52 3123378 細谷 慎太朗 八王子実践高校 WO 玉井 優

53 3505198 田口 海斗 上野山ﾃﾆｽスクール 田口 海斗 62

54 3313801 高橋 虎太郎 T&Kスポーツガーデン 63 星野 将史

55 bye 星野 将史 76(2)

56 3126935 星野 将史 ミヤムラテニスセンター    

57 3418531 大島 佳宮 グローバルプロテニスアカデミー 大島 佳宮    

58 bye    大島 佳宮

59 3126902 小原 亮佑 青葉台ローンJTA 小原 亮佑 61

60 3505349 三浦 和馬 Tアイジュニアテニスクラブ WO 大島 佳宮

61 3126540 矢ヶ崎 奨 三菱養和テニススクール 矢ヶ崎 奨 63

62 3127874 内田 夢十 青葉台ローンJTA 60 塚越 慧介

63 bye 塚越 慧介 61

64 3312641 塚越 慧介 ルネサンス鷹之台TC    
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【関東公認】 第5回 三芳グランド SUMMERジュニアトーナメント
男子シングルス 18歳以下 予選
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