
　　　　　男子シングルス 16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 予選決勝

1 3127494 池田 有輝 成城ジュニアテニスアカデミー 池田 有輝

2 bye    須坂 太一

3 3124789 村崎 惟哉 Team 310V 須坂 太一 wo
4 3127413 須坂 太一 ＩＨＳＭ武蔵野 wo 高見 俊輔

5 3505466 輿石 雅己 エリステニスクラブ 根井 寛人 60
6 3419487 根井 寛人 S.I.T.A 60 高見 俊輔

7 3128337 三浦 晃世 芝浦工業大学高校 高見 俊輔 61
8 3126743 高見 俊輔 昭和の森ジュニアテニススクール 61 高見 俊輔

9 3313837 下村 たかし メディカルテニスクラブ 墨田 秀昭 64
10 3419921 墨田 秀昭 石井真テニスアカデミー 62 墨田 秀昭

11 bye 内海 駿 61
12 3128207 内海 駿 ミヤムラテニススクール    墨田 秀昭

13 3420060 村松 海斗 与野テニスクラブ 試合なし 64
14 3314066 坂本 拓矢 金町インターナショナルTA    須藤 啓太

15 bye 須藤 啓太 wo
16 3803394 須藤 啓太 アウリンTC    
17 3125850 関 優 町田ローンテニスクラブ 関 優    

18 bye    関 優

19 3128507 古川 達也 TAI Tennis School 古川 達也 62
20 3127150 及川 拓未 青葉台ローンテニス 61 関 優

21 3127177 古林 晋作 聖徳学園中学校 諸我 良太 63
22 3419855 諸我 良太 川口西中 61 諸我 良太

23 3419580 小崎 敬祐 ルネサンス　浦和 小崎 敬祐 61
24 3215156 新井 清心 IHSMレニックス 60 関 優

25 3128350 佐藤 慎哉 N・CSP 佐藤 慎哉 61
26 3127287 吉野 智貴 京王赤城アカデミー 60 佐藤 慎哉

27 bye 田口 勇真 60
28 3127478 田口 勇真 N・CSP    佐藤 慎哉

29 3126410 岡部 悠希 たちかわJTA 岡部 悠希 wo
30 3420350 稲本 薫 城北埼玉中学校 62 小林 宗也

31 bye 小林 宗也 61
32 3213872 小林 宗也 IHSM レニックス    
33 3213786 カックル小島 碧 リビエラ逗子マリーナテニススクール カックル小島 碧

34 bye    カックル小島 碧

35 3128101 菊池 悠太 VIP Tennis Academy 相原 俊祐 64
36 3417941 相原 俊祐 東京農業大学第三高校 62 カックル小島 碧

37 3126537 福井 岳 NCSP 佐藤 虎 76(4)
38 3420042 佐藤 虎 ALWAYS TENNIS SCHOOL 63 佐藤 虎

39 3506088 矢内 奏成 大泉ナベテニスクラブ 稲見 駿汰 60
40 3420334 稲見 駿汰 さいたま市立浦和中学校 wo カックル小島 碧

41 3126802 藤田 陽樹 タイテニススクール 大木 守 64
42 3128490 大木 守 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 60 鈴木 海広

43 bye 鈴木 海広 64
44 3128479 鈴木 海広 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ    市野瀬 楓

45 3420906 農添 太陽 星野学園中学校 農添 太陽 62
46 3214743 京極 航汰 大島フラワーテニスガーデン 62 市野瀬 楓

47 bye 市野瀬 楓 60
48 3125793 市野瀬 楓 たちかわジュニアテニスアカデミー    
49 3312753 榎本 広夢 アスリードTA 榎本 広夢    

50 bye    榎本 広夢

51 3128447 須藤 豪 武蔵中学校 片貝 椋 62
52 3506477 片貝 椋 あかぎテニスクラブ wo 榎本 広夢

53 3420488 清水 幸樹 SYT月見野テニススクール 黒岩 景 64
54 3128230 黒岩 景 京王赤城アカデミー 64 西 倖之介

55 3128078 水流 海太 海城中学校 西 倖之介 64
56 3127477 西 倖之介 NCSP 61 榎本 広夢

57 3125223 齋藤 有志 渋谷教育学園渋谷中学校 齋藤 有志 61
58 3419073 辻 優輝 石井真テニスアカデミー 64 齋藤 有志

59 bye 高橋 慧多 63
60 3127149 高橋 慧多 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ    齋藤 有志

61 3420830 高瀬 英龍 テニススタジオ川口 高瀬 英龍 64
62 3128189 加藤 雅大 海城中学 60 高瀬 英龍

63 bye 田沼 龍八 wo
64 3313077 田沼 龍八 あじさいインドアＴＳ    

【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 3802867 高橋 慶行 ビックツリーﾃﾆｽクラブ 高橋 慶行

66 bye    上田 滉一郎

67 3127535 吉住 拓真 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 上田 滉一郎 60
68 3416890 上田 滉一郎 立教新座中学校 62 上田 滉一郎

69 3604574 相沢 平大 江戸川学園取手中学校 相沢 平大 64
70 bye    相沢 平大

71 3506313 荒井 悠希 新橋テニスクラブ 石井 天馬 63
72 3127739 石井 天馬 武蔵中学校 63 上田 滉一郎

73 3213922 松本 大河 東急あざみ野テニスガーデン 松本 大河 63
74 3214079 柴崎 涼 SSAレニックス wo 吉田 直樹

75 bye 吉田 直樹 63
76 3313447 吉田 直樹 アートヒルテニスクラブ    法華津 光

77 3126143 本間 椋 ビッグシンク 梶 響平 wo
78 3215092 梶 響平 ラック相模原テニスガーデン wo 法華津 光

79 bye 法華津 光 61
80 3125445 法華津 光 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ    
81 3419566 小高 拓海 S.I.T.A 小高 拓海    

82 bye    小高 拓海

83 3419092 清水 拓海 フォレストテニスクラブ 仲川 洸太 61
84 3126817 仲川 洸太 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾆｽｽｸｰﾙ南大沢 61 大川 透也

85 3419474 安藤 直穂 TC大井ファミリー 安藤 直穂 wo
86 bye    大川 透也

87 3313069 大川 透也 オールサムステニスクラブ 大川 透也 61
88 3420417 長谷川 柊人 赤城アカデミーさくら野火止 62 佐々野 正望

89 3128324 白石 真輝 善福寺公園テニスクラブ 松本 雄大 61
90 3127184 松本 雄大 麻布学園中学校 64 久米 智弥

91 bye 久米 智弥 61
92 3126463 久米 智弥 ひまわりテニスクラブ    佐々野 正望

93 3313241 佐々野 正望 吉田記念テニス研修センター 佐々野 正望 62
94 3125980 小林 龍之介 有明ジュニアテニスアカデミー 61 佐々野 正望

95 bye 八木沢 駿太 62
96 3127872 八木沢 駿太 青葉台ローンJTA    
97 3418025 望月 海琴 S.I.T.A 望月 海琴

98 bye    地主 直輝

99 3419551 光村 雄樹 三芳ジュニアテニスアカデミー 地主 直輝 64
100 3127539 地主 直輝 ユニバーサルテニススクール南大沢 62 地主 直輝

101 3125884 太田 悠斗 フェアリーテニスフォーラム 太田 悠斗 61
102 bye    上原 宏太

103 3421030 小林 亮佑 東京農業大学第三高校 上原 宏太 60
104 3125964 上原 宏太 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー 61 地主 直輝

105 3214277 鈴木 健弘 イラコテニスカレッジ 山本 純久 61
106 3420079 山本 純久 城北埼玉中学 62 山本 純久

107 bye 林 晃平 64
108 3126204 林 晃平 町田ローンテニスクラブ    山本 純久

109 3127185 今枝 凜太 麻布学園中学校 内野 響 64
110 3313197 内野 響 フミヤエース市川テニスアカデミー 60 内野 響

111 bye 佐久間 唯人 61
112 3127848 佐久間 唯人 青葉台ローンＪＴA    
113 3419995 鈴木 怜央 城北埼玉中学校 鈴木 怜央    

114 bye    鈴木 怜央

115 3215264 藤井 俊太朗 神奈中テニススクール 山崎 結希 60
116 3214816 山崎 結希 青葉台ローンテニスクラブ 63 鈴木 怜央

117 3127196 荒木 緒途 麻布中学校 荒木 緒途 62
118 bye    飯田 太郎

119 3214469 山本 康暉 神奈中テニススクール 飯田 太郎 wo
120 3127338 飯田 太郎 タイテニススクール 62 鈴木 怜央

121 3418116 塚越 亮介 ブリヂストンテニスハウス新所沢 塚越 亮介 75
122 3418921 西郷 恭平 上尾セントラルテニスクラブ 62 屋代 龍吾

123 bye 屋代 龍吾 63
124 3127009 屋代 龍吾 武蔵野テニスシティ－    小野 翔

125 3127234 小野 翔 Team REC 小野 翔 63
126 3127186 斉藤 然 麻布学園中学校 60 小野 翔

127 bye 中根 駿也 62
128 3417994 中根 駿也 Fテニス    
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