
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 3214136 伯耆 優介 Team YUKA 伯耆 優介

2 bye    武田 純平

3 3420425 武田 純平 グリーンテニスプラザ 武田 純平 WO

4 3215156 新井 清心 IHSMレニックス 60 伊藤 康佑

5 3127202 根本 真樹 三菱養和テニススクール 根本 真樹 63

6 bye    伊藤 康佑

7 bye 伊藤 康佑 61

8 3420854 伊藤 康佑 みんなのテニス    伊藤 康佑

9 3128150 岩崎 藍斗 昭和の森ジュニアテニススクール 岩崎 藍斗 64

10 bye    武田 直樹

11 bye 武田 直樹 60

12 3127173 武田 直樹 ウイニングショット    大岡 凜生

13 3314144 大嶋 裕也 松原ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ印西 大嶋 裕也 61

14 bye    大岡 凜生

15 bye 大岡 凜生 60

16 3313476 大岡 凜生 アルドールテニスステージ    

17 3419057 平沢 晃一 SYT月見野テニススクール 平沢 晃一    

18 bye    平沢 晃一

19 3420400 芦田 拓翔 ＴＣ大井ファミリー 中村 太河 63

20 3127348 中村 太河 Ｖｉｐ　Ｔennis　Ａｃａｄｅｍｙ 75 平沢 晃一

21 3420354 伊藤 俊亮 西武ドームテニスコート 伊藤 俊亮 75

22 bye    伊藤 俊亮

23 bye 但馬 秀梧 WO

24 3127274 但馬 秀梧 自由ヶ丘インターナショナルテニスカレッジ    平沢 晃一

25 3127850 竹田 匠汰 東宝調布テニスクラブ 竹田 匠汰 63

26 bye    大島 弘也

27 bye 大島 弘也 61

28 3604367 大島 弘也 KCJTA    大島 弘也

29 3127393 三田 啓介 東京都テニス協会 三田 啓介 64

30 bye    安城 壮大

31 bye 安城 壮大 60

32 3604497 安城 壮大 Fun to tennis    

33 3419564 山口 滉太 リトルプリンステニスクラブ 山口 滉太

34 bye    山口 滉太

35 3214625 齋藤 翼 YSC 小原 光路 62

36 3128094 小原 光路 VIPテニスアカデミー 76(9) 山口 滉太

37 3419553 秋本 弥也 フォレストテニスクラブ 秋本 弥也 60

38 bye    秋本 弥也

39 bye 谷井 凱斗 64

40 3604571 谷井 凱斗 Fun to Tennis    山口 滉太

41 3313498 冨塚 拓朗 オールサムズテニスクラブ 冨塚 拓朗 61

42 bye    冨塚 拓朗

43 bye 萩原 洸太 63

44 3419573 萩原 洸太 戸田市スポーツセンター    三村 栄以知

45 3506477 片貝 椋 あかぎテニスクラブ 片貝 椋 61

46 bye    三村 栄以知

47 bye 三村 栄以知 61

48 3418599 三村 栄以知 ALWAYS TENNIS SCHOOL    

49 3126800 澤田 リオン一樹 VIP TENNIS ACADEMY 澤田 リオン一樹    

50 bye    澤田 リオン一樹

51 3128392 水澤 伶介 ビッグK 水澤 伶介 60

52 3313856 伊勢 慎之介 千葉県テニス協会 WO 澤田 リオン一樹

53 3313695 古本 楽 Hills K-Nagatsuka TA 古本 楽 61

54 bye    加藤木 優人

55 bye 加藤木 優人 75

56 3126791 加藤木 優人 T.T.LBRL    澤田 リオン一樹

57 3128010 村崎 佳都 Team310V 村崎 佳都 64

58 bye    中村 海渡

59 bye 中村 海渡 60

60 3419611 中村 海渡 赤城アカデミーさくら野火止    矢口 創太

61 3127314 矢口 創太 たちかわJTA 矢口 創太 63

62 bye    矢口 創太

63 bye 木村 祥万 63

64 3604491 木村 祥万 FuntoTennis    

【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 14歳以下 予選
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Q

Q

Q
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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 14歳以下 予選

65 3126966 若山 賢人 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 若山 賢人

66 bye    荻上 悠雅

67 3420887 荻上 悠雅 赤城アカデミーさくら野火止 荻上 悠雅 WO

68 3420901 菅野 洸 ノア・インドアステージ武蔵浦和 WO 荻上 悠雅

69 3128320 森 太優 天沼中学校 森 太優 60

70 bye    森 太優

71 bye 岩下 歩叶 63

72 3214951 岩下 歩叶 コナミスポーツクラブ海老名    小川 敦也

73 3215121 浅倉 英陸 Y.C.A.C.テニスアカデミー 浅倉 英陸 61

74 bye    浅倉 英陸

75 bye 松岡 慶三 62

76 3128215 松岡 慶三 高井戸ダイヤモンド    小川 敦也

77 3127732 及川 舜介 Big Think 及川 舜介 63

78 bye    小川 敦也

79 bye 小川 敦也 60

80 3419214 小川 敦也 TC大井ファミリー    

81 3420042 佐藤 虎 グリーンテニス　プラザ 佐藤 虎    

82 bye    佐藤 虎

83 3127767 大熊 樂 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー 佐久間 翔愛 61

84 3126140 佐久間 翔愛 三菱養和テニススクール 64 佐藤 虎

85 3127724 佐川 涼夏 Team310V 佐川 涼夏 60

86 bye    小笠原 悠

87 bye 小笠原 悠 63

88 3420508 小笠原 悠 みんなのテニス    佐藤 虎

89 3419520 岡田 裕之助 エルヴェ 岡田 裕之助 62

90 bye    岡田 裕之助

91 bye 鹿島 楽玖 76(6)

92 3420831 鹿島 楽玖 立教新座中学校    大谷 唯人

93 3214690 大谷 唯人 Val 大谷 唯人 60

94 bye    大谷 唯人

95 bye 三田 篤史 64

96 3127392 三田 篤史 東京都テニス協会    

97 3803448 麦倉 豪 さとうGTC 麦倉 豪

98 bye    田口 勇真

99 3127478 田口 勇真 N・CSP 田口 勇真 WO

100 3419750 羽生田 晶 ＴＣ大井ファミリー 63 田口 勇真

101 3506314 村上 大志 あかぎテニスクラブ 村上 大志 61

102 bye    村上 大志

103 bye 石井 俊介 WO

104 3128329 石井 俊介 N・CSP    吉田 直樹

105 3506772 黒神 尚希 高崎テニスクラブ 黒神 尚希 62

106 bye    山田 慧

107 bye 山田 慧 60

108 3313630 山田 慧 松戸テニスクラブ    吉田 直樹

109 3420268 森 大地 与野テニスクラブ 森 大地 60

110 bye    吉田 直樹

111 bye 吉田 直樹 60

112 3313447 吉田 直樹 アートヒルテニスクラブ    

113 3127287 吉野 智貴 京王赤城アカデミー 吉野 智貴    

114 bye    安藤 直穂

115 3419474 安藤 直穂 TC大井ファミリー 安藤 直穂 WO

116 3803569 齋藤 滉介 日光ジュニアテニスクラブ 60 原口 善一

117 3420437 忽滑谷 颯太 三芳ジュニアアカデミー 忽滑谷 颯太 64

118 bye    原口 善一

119 bye 原口 善一 63

120 3313896 原口 善一 KION千葉    野口 淳斗

121 3127784 柳 志佳 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 柳 志佳 61

122 bye    柳 志佳

123 bye 斉藤 颯汰 61

124 3128374 斉藤 颯汰 立教池袋中学校    野口 淳斗

125 3128229 大澤 遵 Team310V 大澤 遵 76(4)

126 bye    野口 淳斗

127 bye 野口 淳斗 61

128 3419728 野口 淳斗 赤城アカデミーさくら野火止    
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