
　　　　　男子シングルス 14歳以下 予選 2月25日付けランキング使用

登録No Seed Name 1R 2R 3R 4R 予選決勝

1 3127543 大津 拓夢 VIP TENNIS ACADEMY 大津 拓夢

2 bye    時澤 慶伍

3 3214713 時澤 慶伍 東急あざみ野テニスガーデン 時澤 慶伍 63

4 3506106 太田 祥介 ミナミグリーンテニスクラブ 62 時澤 慶伍

5 3128256 岩崎 恭介 ウイニングショット 岩崎 恭介 61

6 bye    東海林 渓太

7 bye 東海林 渓太 60

8 3127728 東海林 渓太 レテテニススクール    時澤 慶伍

9 3127052 尾関 竜馬 京王赤城アカデミー 尾関 竜馬 60

10 bye    石川 凌

11 bye 石川 凌 WO

12 3215167 石川 凌 ESSC    鳴戸 壌厚

13 3418970 鳴戸 壌厚 UTPあたごテニスクラブ 鳴戸 壌厚 60

14 bye    鳴戸 壌厚

15 bye 高橋 幸佑 64

16 3128443 高橋 幸佑 TENNIS SUNRISE    時澤 慶伍

17 3126135 高橋 完太 町田ローンテニス 高橋 完太 64
18 bye    高橋 完太

19 bye 浅倉 英陸 62

20 3215121 浅倉 英陸 Y.C.A.C.テニスアカデミー    高橋 完太

21 3128215 松岡 慶三 高井戸ダイヤモンド 鹿島 楽玖 62

22 3420831 鹿島 楽玖 立教新座中学校 WO 鹿島 楽玖

23 bye 仲野 心 WO

24 3127954 仲野 心 ウイニングショット    高橋 完太

25 3126038 井上 翔太郎 VIP TENNIS ACADEMY 井上 翔太郎 61

26 bye    井上 翔太郎

27 bye 藤由 蓮矢 61

28 3419999 藤由 蓮矢 アクロス戸田インドアTC    木村 祥万

29 3604491 木村 祥万 FuntoTennis 木村 祥万 WO

30 3128380 米良 航 成蹊中学校 61 木村 祥万

31 bye 小川 敦也 61

32 3419214 小川 敦也 TC大井ファミリー    

33 3126759 岩井 凜太郎 武蔵野ドームテニススクール 岩井 凜太郎    

34 bye    小澤 光

35 3214915 北神 海人 リビエラ逗子マリーナテニススクール 小澤 光 63

36 3127054 小澤 光 立川4中 64 小澤 光

37 3127173 武田 直樹 ウイニングショット 武田 直樹 WO

38 bye    武田 直樹

39 bye 酒見 銀之丞 60

40 3419505 酒見 銀之丞 TC大井ファミリー    大谷 唯人

41 3128451 鉢呂 海斗 京王赤城テニスアカデミー 鉢呂 海斗 63

42 bye    鉢呂 海斗

43 bye 内田 拓実 WO

44 3127666 内田 拓実 ウイニングショット    大谷 唯人

45 3128329 石井 俊介 N・CSP 石井 俊介 75

46 bye    大谷 唯人

47 bye 大谷 唯人 62

48 3214690 大谷 唯人 Val    吉田 憂稀

49 3128224 高城 暖人 ウイニングショット 高城 暖人 62
50 bye    高城 暖人

51 bye 園部 錬 62

52 3419950 園部 錬 与野テニスクラブ    松村 成

53 3128248 津田 航 八王子テニスアカデミー 津田 航 WO

54 3127945 櫻井 秀 桜田倶楽部ＭＴＳジュニアアカデミー WO 松村 成

55 bye 松村 成 61

56 3419902 松村 成 三芳ジュニアテニスアカデミー    吉田 憂稀

57 3506314 村上 大志 あかぎテニスクラブ 村上 大志 76(2)

58 bye    西山 快

59 bye 西山 快 61

60 3214633 西山 快 荏原SSC    吉田 憂稀

61 3215287 小山内 星七 聖光学院中学校 小山内 星七 62

62 3314100 加瀬 暖人 Ken's Narita Junior Project 62 吉田 憂稀

63 bye 吉田 憂稀 62

64 3420885 吉田 憂稀 ALWAYS TENNIS SCHOOL    

【関東公認】 第9回 三芳グランド 春のジュニアコンペティション
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65 3419492 星川 光太朗 ブリヂストンテニスハウス新所沢 星川 光太朗

66 bye    星川 光太朗

67 3419716 望月 陽仁 S.I.T.A 望月 陽仁 61

68 3127233 文 陽和 VIP TENIS アカデミー 62 星川 光太朗

69 3420520 押田 悠雅 PCAテニスアカデミー 押田 悠雅 61

70 bye    押田 悠雅

71 bye 遠藤 隆馬 64

72 3419110 遠藤 隆馬 アクロス戸田インドアTC    星川 光太朗

73 3420070 藤田 哲平 西武ドームテニスコート 藤田 哲平 61

74 bye    藤田 哲平

75 bye 谷井 凱斗 60

76 3604571 谷井 凱斗 Fun to Tennis    藤田 哲平

77 3214730 下村 麟太郎 大島フラワーテニスガーデン 下村 麟太郎 WO

78 bye    試合なし

79 bye 遠藤 公宜    

80 3420083 遠藤 公宜 西武ドームテニスコート    星川 光太朗

81 3127348 中村 太河 Ｖｉｐ　Ｔennis　Ａｃａｄｅｍｙ 中村 太河 63
82 bye    林 靖衡

83 bye 林 靖衡 64

84 3126994 林 靖衡 武蔵野テニスシティー    中元寺 隆成

85 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 WO

86 bye    中元寺 隆成

87 bye 松岡 修 WO

88 3126426 松岡 修 有明ジュニアテニスアカデミー    田島 宝人

89 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

90 bye    田島 宝人

91 bye 田島 宝人 62

92 3313922 田島 宝人 ロイヤルＳＣテニスクラブ    田島 宝人

93 3127795 鈴木 隼人 東京都テニス協会 水谷 太一 62

94 3214103 水谷 太一 リビエラ逗子マリーナテニスクラブ 76(4) 緒方 春輝

95 bye 緒方 春輝 62

96 3126431 緒方 春輝 Team310V    

97 3214663 西前 利紀 葉山テニスクラブ 西前 利紀    

98 bye    西前 利紀

99 3214445 原田 裕太 IHSM綾瀬 原田 裕太 64

100 3127099 助川 颯希 高井戸ダイヤモンドテニスフミヤTS 62 西前 利紀

101 3420425 武田 純平 グリーンテニスプラザ 武田 純平 60

102 bye    武田 純平

103 bye グランビル 望亜 76(5)

104 3128000 グランビル 望亜 金町インターナショナルTA    西前 利紀

105 3314144 大嶋 裕也 松原ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ印西 大嶋 裕也 61

106 bye    大嶋 裕也

107 bye 伊藤 大翔 64

108 3127871 伊藤 大翔 Big Think    長谷川 太一

109 3420067 長谷川 太一 ルネサンス浦和 長谷川 太一 WO

110 bye    長谷川 太一

111 bye 青木 祥 WO

112 3128426 青木 祥 コートピア大泉    西前 利紀

113 3420420 森 啓人 ＴＣ大井ファミリー 森 啓人 64
114 bye    森 啓人

115 bye 野口 説亜 60

116 3419273 野口 説亜 蓮田グリーンテニスクラブ    森 啓人

117 3419982 板倉 輝 三芳ジュニアテニスアカデミー 板倉 輝 64

118 bye    安城 壮大

119 bye 安城 壮大 63

120 3604497 安城 壮大 Fun to tennis    森 啓人

121 3127740 馬渕 逸希 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 馬渕 逸希 62

122 bye    馬渕 逸希

123 bye 中村 航太郎 63

124 3420490 中村 航太郎 TC大井ファミリー    桑原 壮琉

125 3215289 大二 唯斗 相模原グリーンテニスクラブ 桑原 壮琉 76(4)

126 3420949 桑原 壮琉 ALWAYS TENNIS SCHOOL 63 桑原 壮琉

127 bye 工藤 知也 61

128 3420464 工藤 知也 赤城アカデミーさくら野火止    
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129 3419728 野口 淳斗 赤城アカデミーさくら野火止 野口 淳斗

130 bye    佐々木 優太

131 3419574 永島 大睦 戸田市スポーツセンター 佐々木 優太 63

132 3419102 佐々木 優太 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 60 佐々木 優太

133 3127204 飯野 功志朗 H.F.T.C 飯野 功志朗 60

134 bye    飯野 功志朗

135 bye 伊勢 慎之介 WO

136 3313856 伊勢 慎之介 千葉県テニス協会    佐々木 優太

137 3126841 柴田 健心 チームＺＩＰ 柴田 健心 62

138 bye    柴田 健心

139 bye 門脇 慶 63

140 3604766 門脇 慶 江戸川学園取手中学校    伊藤 康佑

141 3420854 伊藤 康佑 みんなのテニス 伊藤 康佑 63

142 bye    伊藤 康佑

143 bye 矢野 龍雅 61

144 3215083 矢野 龍雅 シンズあざみ野テニスチーム    小倉 諭行

145 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 渡辺 慶太朗 64
146 bye    渡辺 慶太朗

147 bye 黒神 尚希 61

148 3506772 黒神 尚希 高崎テニスクラブ    長谷川 暖人

149 3215190 籠島 琉凪 青葉台ローンテニスクラブ 籠島 琉凪 WO

150 bye    長谷川 暖人

151 bye 長谷川 暖人 61

152 3506329 長谷川 暖人 一筆テニスクラブ    小倉 諭行

153 3127533 小倉 諭行 昭和の森JTS 小倉 諭行 60

154 bye    小倉 諭行

155 bye 松坂 拓紀 WO

156 2000373 松坂 拓紀 ＧＡＳＣ  ＴＴ    小倉 諭行

157 3128388 松本 凜隼 ビッグKテニス 藤岡 源 WO

158 3125734 藤岡 源 自由ヶ丘インターナショナルテニスカレッジ 63 藤岡 源

159 bye 宮良 琉玖 75

160 3127100 宮良 琉玖 ビッグＫ    

161 3214238 尾崎 玲音 SSAレニックス 尾崎 玲音    

162 bye    尾崎 玲音

163 3214913 末継 力 リビエラ逗子マリーナテニススクール 柴田 蔵人 62

164 3128262 柴田 蔵人 ウイニングショット 62 尾崎 玲音

165 3214938 大門 舜 青葉台ローンテニスクラブ 大門 舜 WO

166 bye    大門 舜

167 bye 武藤 桃亮 60

168 3421010 武藤 桃亮 石井真テニスアカデミー    尾崎 玲音

169 3128150 岩崎 藍斗 昭和の森ジュニアテニススクール 岩崎 藍斗 63

170 bye    岩崎 藍斗

171 bye 柳 志優 62

172 3506700 柳 志優 MAT Tennis Academy    岩崎 藍斗

173 3313243 戸田 力斗 オールサムズ テニスクラブ 戸田 力斗 60

174 bye    荻上 悠雅

175 bye 荻上 悠雅 63

176 3420887 荻上 悠雅 赤城アカデミーさくら野火止    尾崎 玲音

177 3215002 渡邉 歩翔 青葉台ローンテニスクラブ 渡邉 歩翔 63
178 bye    白坂 亮太

179 bye 白坂 亮太 63

180 3127153 白坂 亮太 目黒テニスクラブ    白坂 亮太

181 3214797 鈴木 瑠衣斗 葉山テニスクラブ 鈴木 瑠衣斗 62

182 bye    佐川 涼夏

183 bye 佐川 涼夏 62

184 3127724 佐川 涼夏 Team310V    松岡 健

185 3214973 松岡 健 K-Powersテニスアカデミーマートテニスガーデン 松岡 健 61

186 bye    松岡 健

187 bye 忽滑谷 颯太 61

188 3420437 忽滑谷 颯太 三芳ジュニアアカデミー    松岡 健

189 3127399 増倉 祥寛 京王赤城アカデミー 増倉 祥寛 60

190 3419901 斎藤 天稀 上尾テニスクラブ 61 増倉 祥寛

191 bye 浅海 東吾 64

192 3418556 浅海 東吾 三芳ジュニアテニスアカデミー    
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193 3214533 吉田 瑠斗 トムテニスプランニング 吉田 瑠斗

194 bye    吉田 瑠斗

195 3506374 阿部 広夢 エリステニスクラブ 阿部 広夢 61

196 3128010 村崎 佳都 Team310V WO 吉田 瑠斗

197 3420469 内藤 怜以 与野テニスクラブ 内藤 怜以 WO

198 bye    望月 優汰

199 bye 望月 優汰 63

200 3125616 望月 優汰 三菱養和テニススクール    吉田 瑠斗

201 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 江淵 健斗 62

202 bye    江淵 健斗

203 bye 杉山 兼新 63

204 3215168 杉山 兼新 神奈中テニススクール    江淵 健斗

205 3127483 須田 悠仁 VIPテニスアカデミー 須田 悠仁 WO

206 bye    須田 悠仁

207 bye 笠井 康志 60

208 3506711 笠井 康志 上野山テニススクール    片山 春輝

209 3215290 谷城 彩斗 登戸サンライズテニスコート 谷城 彩斗 63
210 bye    松岡 玲央

211 bye 松岡 玲央 WO

212 3214975 松岡 玲央 青葉台ローンテニスクラブ    松岡 玲央

213 3128157 仲吉 蓉 フェアリーテニスフォーラム 仲吉 蓉 61

214 bye    仲吉 蓉

215 bye 飛田 瑞揮 62

216 3420448 飛田 瑞揮 ETC    片山 春輝

217 3419520 岡田 裕之助 エルヴェ 岡田 裕之助 62

218 bye    片山 春輝

219 bye 片山 春輝 61

220 3128482 片山 春輝 レテテニススクール    片山 春輝

221 3421038 岡崎 想世 西武ドームテニスコート 柳 志佳 WO

222 3127784 柳 志佳 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ WO 柳 志佳

223 bye 降旗 友也 WO

224 3127108 降旗 友也 VIP　TENNIS　ACADEMY    

225 3419900 岡本 武琉 ひばりケ丘新豊テニスクラブ 岡本 武琉    

226 bye    飯田 拓弥

227 3420268 森 大地 与野テニスクラブ 飯田 拓弥 61

228 3215143 飯田 拓弥 大島フラワーテニスガーデン 60 飯田 拓弥

229 3128249 寺内 大志 京王赤城テニスアカデミー 寺内 大志 60

230 bye    筒井 颯吾

231 bye 筒井 颯吾 63

232 3214965 筒井 颯吾 ｳｪｽﾄ横浜ﾃﾆｽクラブ    飯田 拓弥

233 3420508 小笠原 悠 みんなのテニス 小笠原 悠 60

234 bye    小笠原 悠

235 bye 高 駿 75

236 3420561 高 駿 PCAジュニアテニスアカデミー    小笠原 悠

237 3214789 佐本 岳駿 東急あざみ野テニスガーデン 佐本 岳駿 62

238 bye    佐本 岳駿

239 bye 若林 龍樹 64

240 3420482 若林 龍樹 蓮田グリーンテニスクラブ    飯田 拓弥

241 3420468 田沼 駿 ブレントウッド ラケットクラブ 田沼 駿 62
242 bye    田沼 駿

243 bye 久保 舜矢 62

244 3421060 久保 舜矢 ALWAYS TENNIS SCHOOL    内山 寛大

245 3420886 内山 寛大 TC大井ファミリー 内山 寛大 63

246 bye    内山 寛大

247 bye 野口 聖 63

248 3419468 野口 聖 グリーンテニスプラザ    内山 寛大

249 3128495 宮崎 創 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 宮崎 創 64

250 bye    宮崎 創

251 bye 山川 倖平 WO

252 3314168 山川 倖平 KION千葉    吉岡 宗佑

253 3128258 吉岡 宗佑 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 吉岡 宗佑 61

254 3420857 川上 凜太郎 TC大井ファミリー 62 吉岡 宗佑

255 bye 毛利 優太 WO

256 3128366 毛利 優太 ＶＩＰ　ＴＥＮＮＩＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ    

Q

Q


