
6月30日付ランキング使用
登録No Seed name 1R 2R 予選決勝

1 3419552 粕谷 和生 S.I.T.A 粕谷 和生

2 bye    粕谷 和生

3 3416890 上田 滉一郎 立教新座中学校 上田 滉一郎 63

4 3127890 新澤 真柊 ATKテニススクール 63 粕谷 和生

5 3127465 吉江 陽成 コートピア大泉テニスクラブ 吉江 陽成 62

6 bye    吉江 陽成

7 bye 高橋 慧多 63

8 3127149 高橋 慧多 慶應義塾中等部    

9 3419073 辻 優輝 石井真テニスアカデミー 辻 優輝    

10 bye    天海 遥

11 3125333 天海 遥 都立富士高校 天海 遥 75

12 3127477 西 倖之介 NCSP 62 天海 遥

13 3420323 柿沼 辰徳 東亜学園高校 柿沼 辰徳 61

14 bye    柿沼 辰徳

15 bye 伊藤 翼 WO

16 3126552 伊藤 翼 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー    

17 3419551 光村 雄樹 三芳ジュニアテニスアカデミー 光村 雄樹    

18 bye    光村 雄樹

19 3127612 北村 蒼生 VIP TENNIS ACADEMY 北村 蒼生 62

20 3127198 五百旗頭 アレン 麻布中学校硬式テニス部 76(4) 光村 雄樹

21 3419591 津山 友孝 ブリヂストンテニスハウス新所沢 津山 友孝 60

22 bye    石渡 健介

23 bye 石渡 健介 60

24 3127455 石渡 健介 中央大学附属中学校    

25 3127172 福澄 亮真 東宝調布テニスクラブ 福澄 亮真    

26 bye    福澄 亮真

27 3420355 前田 竜駒 城北埼玉中学校 前田 竜駒 61

28 3127185 今枝 凜太 麻布学園中学校 75 福澄 亮真

29 3420077 千葉 晃平 立教新座中学 千葉 晃平 60

30 bye    千葉 晃平

31 bye 高橋 壽仁亜 61

32 3127230 高橋 壽仁亜 サリュートテニス専門学院    

33 3127178 吉村 勇希 緑ヶ丘テニスガーデン 吉村 勇希

34 bye    吉村 勇希

35 bye 荒木 緒途 60

36 3127196 荒木 緒途 麻布中学校    吉村 勇希

37 3420724 山田 涼太 ブリジストンテニスハウス新所沢 山田 涼太 61

38 bye    斉藤 然

39 bye 斉藤 然 64

40 3127186 斉藤 然 麻布学園中学校    

41 3418063 鈴木 優斗 フォレストテニスクラブ 鈴木 優斗    

42 bye    鈴木 優斗

43 bye 田代 航 21 ret

44 3126637 田代 航 ユニバーサルテニススクール南大沢    南 慧一郎

45 3418962 森 寛太 PCAテニスアカデミー 森 寛太 63

46 bye    南 慧一郎

47 bye 南 慧一郎 64

48 3126771 南 慧一郎 麻布学園中学校    

49 3127249 小枝 竜也 Team310V 小枝 竜也    

50 bye    小枝 竜也

51 bye 安達 律郎 61

52 3128037 安達 律郎 町田ローンテニスクラブ    小枝 竜也

53 3418996 横尾 怜和 アクロス戸田インドアテニスクラブ 横尾 怜和 63

54 bye    半谷 旭飛

55 bye 半谷 旭飛 63

56 3127222 半谷 旭飛 たちかわJTA    

57 3126634 大賀 優資 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 大賀 優資    

58 bye    大賀 優資

59 bye 内藤 巧基 WO

60 3126558 内藤 巧基 ＶＩＰ　ＴＥＮＮＩＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ    大賀 優資

61 3419095 田中 利旺 フォレストテニスクラブ 田中 利旺 62

62 bye    松本 雄大

63 bye 松本 雄大 62

64 3127184 松本 雄大 麻布学園中学校    
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【関東公認】 第8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 16歳以下 予選
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