
第10回 三芳グランド 夏のジュニアコンペティション

男子シングルス 12歳以下 予選 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 予選決勝

1 3420956 田谷 陸仁 Fテニス 田谷 陸仁 7月5日付けランキング使用
2 bye    和田 一輝

3 3128786 和田 一輝 東京都テニス協会 和田 一輝 Not Played

4 3421461 佐藤 浩大 SYT月見野テニスクラブ 61 和田 一輝

5 3215715 石ケ森 鉄平 霧が丘アップテニスアカデミー 石ケ森 鉄平 61

6 bye    石ケ森 鉄平

7 bye 清水 涼生 63

8 3420365 清水 涼生 西武ドームテニスコート    和田 一輝

9 3421521 塚野 広大 赤城アカデミーさくら野火止 吉野 遥人 61
10 3421531 吉野 遥人 グリーンテニスプラザ 63 後藤 尊

11 bye 後藤 尊 76(2)

12 3421570 後藤 尊 TC大井ファミリー    小川 翔也

13 3420892 小川 翔也 吉見jrTC 小川 翔也 61

14 3421029 永井 蒼大 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 62 小川 翔也

15 bye 白石 海都 63

16 3314197 白石 海都 志津テニスクラブ    

17 3420875 細矢 哉真人 赤城アカデミーさくら野火止 細矢 哉真人    

18 bye    黒﨑 隆吾

19 3421387 黒﨑 隆吾 与野テニスクラブ 黒﨑 隆吾 Not Played

20 3128795 添田 一慧 有明ジュニアテニスアカデミー WO 黒﨑 隆吾

21 3421451 宮坂 海莉 S.I.T.A 宮坂 海莉 64

22 bye    峯岸 栞大

23 bye 峯岸 栞大 62

24 3421467 峯岸 栞大 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ    宮崎 馨伸

25 3421388 忽滑谷 駿介 三芳ジュニアテニスアカデミー 忽滑谷 駿介 62
26 bye    忽滑谷 駿介

27 bye 清水 颯介 63

28 3604760 清水 颯介 Fun to Tennis    宮崎 馨伸

29 3420984 宮崎 馨伸 三芳ジュニアテニスアカデミー 宮崎 馨伸 61

30 3129220 塚本 健琉 VIP TENNIS ACADEMY 62 宮崎 馨伸

31 bye 森島 悠仁 61

32 3314193 森島 悠仁 Hills K－Nagatsuka TA    

33 3420644 矢野 優考 ＴＣ大井ファミリー 矢野 優考

34 bye    矢野 優考

35 3128827 柴崎 悠人 コートピア大泉テニスクラブ 柴崎 悠人 61

36 3215727 齊木 拳斗 ESSC WO 矢野 優考

37 3215600 岩沢 隼 ESSC 岩沢 隼 62

38 bye    高橋 亜桜羽

39 bye 高橋 亜桜羽 WO

40 3128322 高橋 亜桜羽 VIP TENNIS ACADEMY    落合 謙介

41 3604895 横戸 仁 KCJTA 横戸 仁 61
42 bye    横戸 仁

43 bye 佐藤 心 61

44 3421014 佐藤 心 ALWAYS　TENNIS　SCHOOL    落合 謙介

45 3421081 田沼 蒼空 S.I.T.A 加澤 悠真 76(5)

46 3314447 加澤 悠真 フミヤエース市川テニスアカデミー 62 落合 謙介

47 bye 落合 謙介 61

48 3420728 落合 謙介 TC大井ファミリー    

49 3421065 木村 幸翔 TEAM ZERO 木村 幸翔    

50 bye    木村 幸翔

51 3129014 吉永 凛 大正セントラルテニスクラブ目白 吉永 凛 64

52 3215678 古市 啓輔 あざみ野ローンテニスチーム 76(2) 木村 幸翔

53 3421518 長竹 理壱 Ｆテニス 長竹 理壱 64

54 bye    長竹 理壱

55 bye 那須 悠飛 63

56 3420942 那須 悠飛 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ    今野 倫希

57 3128904 辻 功二郎 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 辻 功二郎 60
58 bye    松原 璃來

59 bye 松原 璃來 61

60 3165958 松原 璃來 たちかわＪＴＡ    今野 倫希

61 3421376 篠崎 勇仁 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 篠崎 勇仁 62

62 3421770 池田 遥琥 みんなのテニス 61 今野 倫希

63 bye 今野 倫希 61

64 3803850 今野 倫希 宇都宮サンテニスクラブ    
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本戦へ繰上り65 3128121 山口 海翔 コートピア大泉テニスクラブ 山口 海翔

66 bye    山口 海翔

67 3421056 石川 侑海斗 戸田市スポーツセンター 鈴木 寛土 63

68 3421450 鈴木 寛土 Ｆテニス WO 長谷川 新優

69 3314430 長谷川 新優 Hills K-Nagatsuka TA 長谷川 新優 64

70 bye    長谷川 新優

71 bye 奈良 駿咲 60

72 3421823 奈良 駿咲 Fテニス    長谷川 新優

73 3128510 石田 哲平 Team 310V 石田 哲平 62
74 bye    田口 峻大

75 bye 田口 峻大 62

76 3420992 田口 峻大 Fテニス    田口 峻大

77 3129194 ユリツァ 志門 コートピア大泉テニスクラブ ユリツァ 志門 75

78 3314507 入谷 洵利 初石テニスクラブ WO ユリツァ 志門

79 bye 中山 雄暉 WO

80 3128593 中山 雄暉 緑ヶ丘テニスガーデン    

81 3421110 大和 大河 U.T.PあたごTC 大和 大河    

82 bye    大和 大河

83 3215565 山﨑 海生 厚木国際テニスクラブ 鈴木 蒼生 61

84 3421154 鈴木 蒼生 坂戸テニススクール 60 大和 大河

85 3314386 川砂 恵悟 志津テニスクラブ 川砂 恵悟 60

86 bye    大川 陽樹

87 bye 大川 陽樹 75

88 3420997 大川 陽樹 Fテニス    大和 大河

89 3421122 田辺 志優也 石井真テニスアカデミー 田辺 志優也 63
90 bye    田辺 志優也

91 bye 柄澤 宏紀 WO

92 3128242 柄澤 宏紀 レック興発    伊藤 瞬希

93 3128518 伊藤 瞬希 有明ジュニアテニスアカデミー 伊藤 瞬希 63

94 3421146 荻上 紘希 赤城アカデミーさくら野火止 62 伊藤 瞬希

95 bye 高野 萱人 63

96 3420999 高野 萱人 大熊テニスクラブ    

97 3803688 青木 陽斗 アウリンテニスクラブ 青木 陽斗

98 bye    青木 陽斗

99 3128875 溝口 昌幸 たちかわJTA 江原 叶碧 63

100 3421442 江原 叶碧 吉見ジュニアTC 63 小林 兼輔

101 3128349 生井 俊丞 コートピア大泉テニスクラブ 生井 俊丞 64

102 bye    小林 兼輔

103 bye 小林 兼輔 60

104 3128895 小林 兼輔 桜田テニスカレッジ    小林 兼輔

105 3421489 西村 真治 西武ドームテニスコート 西村 真治 60
106 bye    西村 真治

107 bye 本 光希 62

108 3421840 本 光希 テニススクエア和光    鶴岡 利騎丸

109 3128910 鶴岡 利騎丸 三菱養和テニススクール 鶴岡 利騎丸 62

110 3421595 長野 龍之介 Fテニス 64 鶴岡 利騎丸

111 bye 小笠原 湊 62

112 3421135 小笠原 湊 みんなのテニス    

113 3127306 谷城 凜久 狛江インドアジュニアATPチーム 谷城 凜久    

114 bye    谷城 凜久

115 3421578 鈴木 創太 ブリヂストンテニスハウス新所沢 芦田 遼平 60

116 3421456 芦田 遼平 ＴＣ大井ファミリー 75 谷城 凜久

117 3421465 宮本 格 赤城アカデミーさくら野火止 宮本 格 61

118 bye    宮本 格

119 bye 金川 桂斗 61

120 3129218 金川 桂斗 VIP TENNIS ACADEMY    谷城 凜久

121 3215610 馬野 健伸 あざみ野ローンテニスチーム 馬野 健伸 63
122 bye    藤田 瑛志

123 bye 藤田 瑛志 WO

124 3128372 藤田 瑛志 有明ジュニアテニスアカデミー    小田桐 令依

125 3420957 田谷 類仁 Fテニス 田谷 類仁 64

126 3129006 野口 侑暉 三菱養和テニススクール WO 小田桐 令依

127 bye 小田桐 令依 61

128 3420938 小田桐 令依 赤城アカデミーさくら野火止    
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