
12月14日付けランキング使用
登録No Seed name 1R 2R 3R 予選決勝

1 3312616 露崎 翔太 フミヤエース市川TA 露崎 翔太

2 bye    南 慧一郎

3 3126771 南 慧一郎 麻布高校 南 慧一郎 WO

4 3420859 村山 太一 入間向陽高校 62 佐々木 錬

5 3215263 大羽 優亮 メガロス横濱 大羽 優亮 60

6 3420151 長須 一眞 埼玉栄高校 63 佐々木 錬

7 3313165 高橋 優希 サムライテニス 佐々木 錬 60

8 3127805 佐々木 錬 ＶＩＰ　ＴＥＮＮＩＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ 61 山田 宏平

9 3214272 安田 稜 ワールドテニスクラブ 安田 稜 62

10 3313190 河上 雄大 SOL Tennis College WO 安田 稜

11 bye 稲次 俊太 64

12 3215117 稲次 俊太 大島フラワーテニスガーデン    山田 宏平

13 3313885 山田 宏平 pal Tennis 山田 宏平 63

14 3214691 勅使河原 洸毅 慶應義塾高等学校 63 山田 宏平

15 bye 北川 哲也 WO

16 3420801 北川 哲也 UTPあたごTC    

17 3123117 二村 賢人 日本大学第三高校 二村 賢人    

18 bye    

19 3127120 鈴木 太一 D-tennis. 試合無し

20 3420426 丑澤 海輝 立教新座高校 試合無し 今野 滋瑛

21 3418203 上久保 陸人 東大宮テニスクラブ 加藤 健太 WO

22 3420411 加藤 健太 埼玉県立入間向陽高等学校 WO 今野 滋瑛

23 3419849 井原 亮 ALWAYS TENNIS SCHOOL 今野 滋瑛 62

24 3419971 今野 滋瑛 TC大井ファミリー 64 沼口 雅樹

25 3214415 岩崎 諒 橘テニスアカデミー 中西 康介 61

26 3418992 中西 康介 県立川越高校 63 松本 健太

27 bye 松本 健太 62

28 3127861 松本 健太 成城ジュニアテニスアカデミー    沼口 雅樹

29 3418962 森 寛太 PCAテニスアカデミー 森 寛太 WO

30 3126668 池内 航 コートピア大泉 WO 沼口 雅樹

31 bye 沼口 雅樹 60

32 3418300 沼口 雅樹 秀明英光高校    

33 3123379 大野 一真 昭和の森ジュニアテニススクール 大野 一真

34 bye    河野 慎太郎

35 3419095 田中 利旺 フォレストテニスクラブ 河野 慎太郎 WO

36 3417213 河野 慎太郎 トマトTC 60 二宮 直樹

37 3127394 早川 圭亮 青梅総合高校 土屋 薫平 WO

38 3506725 土屋 薫平 高崎テニスクラブ WO 二宮 直樹

39 3213573 二宮 直樹 リーファインターナショナルテニスアカデミー 二宮 直樹 64

40 3125801 吉野 颯汰 共栄学園高校 WO 二宮 直樹

41 3125277 笠原 大玄 早稲田実業学校高等部 笠原 大玄 WO

42 3418543 塚越 晴也 東京農業大学第三高等学校 75 北井 優人

43 3124861 渡邉 聡馬 東海大菅生高校 北井 優人 62

44 3419537 北井 優人 赤城アカデミーさくら野火止 WO

45 3127572 伊藤 英士 錦城高等学校 伊藤 英士 試合無し

46 3126406 有川 悠太 Team310V 64 伊藤 英士

47 bye 亀井 陸 WO

48 3214885 亀井 陸 慶応義塾高校    

49 3416875 小林 季生 ALWAYS TENNIS SCHOOL 小林 季生    

50 bye    山中 海斗

51 3214874 田村 勇太 慶応義塾高校 山中 海斗 WO

52 3312305 山中 海斗 pal tennis WO

53 3214705 栗田 将伍 慶應高等学校 栗田 将伍 試合無し

54 3214703 増見 大輔 慶應義塾高校 61 権藤 卓巳

55 3128371 立川 晟 明星高校 権藤 卓巳 62

56 3212817 権藤 卓巳 横浜清風高校 61 関 優

57 3313801 高橋 虎太郎 T&Kスポーツガーデン 高橋 虎太郎 WO

58 3506753 青水 遥佳 高崎テニスクラブ 63 鈴木 亮祐

59 3417999 高井 優磨 川越テニスカレッジ 鈴木 亮祐 63

60 3313278 鈴木 亮祐 ＴＡＣ 64 関 優

61 3125850 関 優 町田ローンテニスクラブ 関 優 63

62 3125955 永田 和也 水郷インドアＴＡ 61 関 優

63 bye 桐山 優也 WO

64 3212869 桐山 優也 リーファインターナショナルテニスアカデミー    

【関東公認】 第18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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【関東公認】 第18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 3312681 赤西 大樹 初石テニスクラブ 赤西 大樹

66 bye    谷口 悠真

67 3127010 谷口 悠真 ビックＫ 谷口 悠真 WO

68 3417474 川本 侃世 東京農業大学第三高校 63 谷口 悠真

69 3420145 志田 晴輝 越谷南高校 志田 晴輝 60

70 3127228 山城 海音 レッツインドアテニス堀之内 63 志田 晴輝

71 3124017 木村 亮介 日本大学第三高校 市川 拓実 63

72 3420182 市川 拓実 越谷南高校 WO 青木 楓馬

73 3125970 山口 凌 昭和の森ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ 青木 楓馬 61

74 3312109 青木 楓馬 オールサムズTC WO 青木 楓馬

75 3124926 七邉 健太 フェアリーテニスフォーラム 漆原 惇 62

76 3214226 漆原 惇 リビエラ逗子マリーナテニススクール WO 青木 楓馬

77 3124389 宮岸 一樹 日本大学第三高校 須藤 芳鷹 WO

78 3506565 須藤 芳鷹 高崎経済大学付属高校 WO 川口 聖乃

79 bye 川口 聖乃 60

80 3127479 川口 聖乃 ノア･インドアステージ国分寺    

81 3419907 谷野 和也 赤城アカデミーさくら野火止 谷野 和也    

82 bye    大島 佳宮

83 3313242 戸田 賢吾 オールサムズ テニスクラブ 大島 佳宮 WO

84 3418531 大島 佳宮 グローバルプロテニスアカデミー 60 大島 佳宮

85 3420881 武田 祐亮 立教新座高校 高月 稔基 64

86 3420395 高月 稔基 PCAジュニアテニスアカデミー WO 綱島 海斗

87 3213805 綱島 海斗 平塚学園高等学校 綱島 海斗 64

88 3215219 千秋 昌太郎 慶應義塾高校 62 大島 佳宮

89 3505846 黒神 樹 高崎テニスクラブ 寺倉 亮太 61

90 3124795 寺倉 亮太 マキシマム 62 寺倉 亮太

91 3419947 落合 悠太 TC大井ファミリー 落合 悠太 64

92 3418178 齊藤 優 入間向陽高校 64 寺倉 亮太

93 3126582 鈴田 直也 ユニバーサルテニススクール南大沢 鈴田 直也 WO

94 3128006 江口 裕太 T.ロザリオ 60 三国 陸真

95 bye 三国 陸真 61

96 3213585 三国 陸真 Y.S.C    

97 3417300 秀 一輝 浦和学院高校 秀 一輝

98 bye    秀 一輝

99 3419073 辻 優輝 石井真テニスアカデミー 辻 優輝 61

100 3420414 高村 昭汰 グローバルプロテニスアカデミー 63 丸石 行哉

101 3125423 宝田 優希 石井真テニスアカデミー 大倉 将太 WO

102 3214720 大倉 将太 慶應義塾高校 62 丸石 行哉

103 3418017 佐藤 怜太 川口北高校 丸石 行哉 64

104 3127174 丸石 行哉 昭和の森ジュニアテニススクール WO 小山 翔

105 3213397 澤田 紘希 ラックテニスガーデン 澤田 紘希 62

106 3505198 田口 海斗 上野山ﾃﾆｽスクール 60 澤田 紘希

107 3125346 五藤 壮海 早稲田実業学校高等部 常見 隆幸 76(3)

108 3416982 常見 隆幸 グローバルプロテニスアカデミー 64 小山 翔

109 3214716 渡邉 悠太 慶應義塾高校 朝比 真太郎 75

110 3127175 朝比 真太郎 東宝調布テニスクラブ 75 小山 翔

111 bye 小山 翔 62

112 3312318 小山 翔 サムライテニス    

113 3506699 三浦 佑太 高碕テニスクラブ 三浦 佑太    

114 bye    松村 健太郎

115 3127693 宮本 晴太 マキシマムスポーツマインド 松村 健太郎 WO

116 3126681 松村 健太郎 コートピア大泉テニスクラブ 61 松村 健太郎

117 3127875 西村 航彗 青葉台ローンJTA 西村 航彗 63

118 3214704 山崎 実也 慶應義塾高校 63 小暮 康太

119 3125943 小暮 康太 マキシマムスポーツマインド 小暮 康太 61

120 3419989 奈良 颯泰 昌平高校 63 松村 健太郎

121 3126902 小原 亮佑 青葉台ローンJTA 小原 亮佑 64

122 3127194 矢島 優太 町田ローンテニスクラブ 62 半谷 旭飛

123 3127222 半谷 旭飛 たちかわJTA 半谷 旭飛 64

124 3420071 姥貝 俊也 越谷南高校 63 半谷 旭飛

125 3420263 松山 健一郎 慶應義塾志木高校 野田 貴志 64

126 3126769 野田 貴志 麻布学園中学校 62 飯倉 海

127 bye 飯倉 海 63

128 3420261 飯倉 海 PCAジュニアテニスアカデミー    
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