
7月31日付ランキング使用
登録No Seed name 1R 2R 3R 予選決勝

1 3127479 川口 聖乃 ノア･インドアステージ国分寺 川口 聖乃

2 bye    川畑 諒太郎

3 3124473 川畑 諒太郎 西高校 川畑 諒太郎 試合なし

4 3127436 三澤 大地 サリュートテニス専門学院 62 明時 優斗

5 3214415 岩崎 諒 橘テニスアカデミー 岩崎 諒 64

6 bye    明時 優斗

7 bye 明時 優斗 60

8 3214572 明時 優斗 大島フラワーテニスガーデン    中川 裕太

9 3128114 本多 怜 norikazu sports academy 本多 怜 75

10 bye    大倉 将太

11 bye 大倉 将太 WO

12 3214720 大倉 将太 慶應義塾高校    中川 裕太

13 3213207 越地 拓也 伊勢原チャンピオンテニスカレッジ 越地 拓也 63

14 bye    中川 裕太

15 bye 中川 裕太 61

16 3416730 中川 裕太 赤城アカデミーさくら野火止    

17 3312767 中村 直紀 きさらづアウルテニスクラブ 中村 直紀    

18 bye    矢野 雅仁

19 3126322 矢野 雅仁 三菱養和テニススクール 矢野 雅仁 試合なし

20 3125173 二階堂 彰人 VIP TENNIS ACADEMY 75 矢野 雅仁

21 3127394 早川 圭亮 青梅総合高校 早川 圭亮 64

22 bye    松山 健一郎

23 bye 松山 健一郎 61

24 3420263 松山 健一郎 慶應義塾志木高校    菅 立樹

25 3416858 菅 立樹 川越東高校 菅 立樹 60

26 bye    菅 立樹

27 bye 青木 雅也 64

28 3126778 青木 雅也 日本大学第三高校    菅 立樹

29 3506041 内山 湧水 MAT  Tennis  Academy 内山 湧水 64

30 bye    水原 大

31 bye 水原 大 64

32 3125286 水原 大 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ    

33 3126442 武田 祐亮 Team310V 武田 祐亮

34 bye    武田 祐亮

35 3505199 戸所 朋生 あかぎテニスクラブ 戸所 朋生 62

36 3127061 毛利 伊吹 武蔵野ドームテニススクール WO 水田 淳

37 3124562 水田 淳 サリュートテニス専門学院 水田 淳 63

38 bye    水田 淳

39 bye 山田 紘範 60

40 3125985 山田 紘範 三菱養和テニススクール    佐藤 亘

41 3214258 西田 昌太郎 湘南インドアテニスクラブ 西田 昌太郎 75

42 bye    佐藤 亘

43 bye 佐藤 亘 WO

44 3212669 佐藤 亘 荏原SSC    佐藤 亘

45 3126902 小原 亮佑 青葉台ローンJTA 小原 亮佑 63

46 bye    大山 恭史朗

47 bye 大山 恭史朗 61

48 3505202 大山 恭史朗 上野山テニススクール    

49 3213620 竹内 爽 荏原SSC 竹内 爽    

50 bye    中野 龍人

51 3214520 服部 文哉 荏原SSC 中野 龍人 64

52 3126803 中野 龍人 有明ジュニアテニスアカデミー WO 中野 龍人

53 3127736 澁谷 紀重 ユニバーサルテニススクール南大沢 澁谷 紀重 61

54 bye    澁谷 紀重

55 bye 西田 一貴 64

56 3124446 西田 一貴 東京学芸大学附属国際中等教育学校    加藤 潤

57 3417714 川崎 一乃 川越東高校 川崎 一乃 62

58 bye    柴田 祥太郎

59 bye 柴田 祥太郎 61

60 3126144 柴田 祥太郎 昭和の森JTS    加藤 潤

61 3505198 田口 海斗 上野山ﾃﾆｽスクール 田口 海斗 63

62 bye    加藤 潤

63 bye 加藤 潤 60

64 3312763 加藤 潤 Pal Tennis    

【関東公認】 第3回 Miyoshiジュニアチャレンジカップ
男子シングルス 18歳以下 予選
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【関東公認】 第3回 Miyoshiジュニアチャレンジカップ
男子シングルス 18歳以下 予選

本戦へ65 3213282 米村 雅生 厚木国際テニスクラブ 米村 雅生

66 bye    米村 雅生

67 3420817 和田 響 浦和学院高校 WO

68 3417962 松原 輝 埼玉栄高校    岩田 雅央

69 3506565 須藤 芳鷹 高崎経済大学付属高校 須藤 芳鷹 76(6)

70 bye    岩田 雅央

71 bye 岩田 雅央 61

72 3418579 岩田 雅央 川越東    松崎 嵩天

73 3125098 伊東 啓太 錦城高校 伊東 啓太 64

74 bye    伊東 啓太

75 bye 福嶋 優太郎 00 ret

76 3126873 福嶋 優太郎 日本大学第三高校    松崎 嵩天

77 3420626 松崎 嵩天 川越東高校 松崎 嵩天 60

78 bye    松崎 嵩天

79 bye 三浦 佑太 WO

80 3506699 三浦 佑太 高碕テニスクラブ    

81 3214874 田村 勇太 慶応義塾高校 田村 勇太    

82 bye    下坂 俊裕

83 3604611 下坂 俊裕 霞ヶ浦高校 下坂 俊裕 WO

84 3127652 川端 将矢 青梅総合高校 60 下坂 俊裕

85 3505113 馬場 拓未 サン・テニスクラブ 馬場 拓未 62

86 bye    馬場 拓未

87 bye 田部井 雅也 76(2)

88 3803546 田部井 雅也 足利工業大学附属高等学校    下坂 俊裕

89 3420838 寺村 拓海 慶應義塾志木高等学校 寺村 拓海 61

90 bye    寺村 拓海

91 bye 鈴田 直也 62

92 3126582 鈴田 直也 ユニバーサルテニススクール南大沢    寺村 拓海

93 3505821 倉林 聖 上野山テニススクール 倉林 聖 62

94 3418610 森本 鎮伎 与野テニスクラブ WO 倉林 聖

95 bye 上野 昴 WO

96 3417291 上野 昴 浦和学院高等学校    

97 3124926 七邉 健太 フェアリーテニスフォーラム 七邉 健太

98 bye    七邉 健太

99 3418992 中西 康介 県立川越高校 中西 康介 62

100 3127649 斉藤 浩人 青梅総合高校 60 七邉 健太

101 3126870 岩井 蒼将 エヌ・プランニング 岩井 蒼将 60

102 bye    岩井 蒼将

103 bye 齊藤 優 62

104 3418178 齊藤 優 コナミスポーツクラブ狭山    山口 竣太郎

105 3126777 磯和 健人 N.CSP 磯和 健人 61

106 bye    島崎 成朗

107 bye 島崎 成朗 60

108 3127366 島崎 成朗 フェアリーテニスフォーラム    山口 竣太郎

109 3127568 南 朋輔 西高校 岩澤 宏樹 61

110 3419443 岩澤 宏樹 立教新座高校 61 山口 竣太郎

111 bye 山口 竣太郎 75

112 3416817 山口 竣太郎 川越東高校    

113 3418990 斉藤 大河 浦和学院高等学校 斉藤 大河    

114 bye    石田 啓輔

115 3128119 石田 啓輔 東京都立立川国際中等教育学校 石田 啓輔 WO

116 3127465 吉江 陽成 コートピア大泉テニスクラブ WO 勅使河原 洸毅

117 3127605 平田 和也 日本大学第三高等学校 平田 和也 61

118 bye    勅使河原 洸毅

119 bye 勅使河原 洸毅 64

120 3214691 勅使河原 洸毅 慶應義塾高等学校    矢嶋 宏基

121 3127932 沖野 喜之 VIP TENNIS  ACADEMY 沖野 喜之 60

122 bye    内田 渉

123 bye 内田 渉 WO

124 3604618 内田 渉 霞ヶ浦高等学校    矢嶋 宏基

125 3417368 高井 弘貴 城北埼玉高校 高井 弘貴 62

126 3127875 西村 航彗 青葉台ローンJTA WO 矢嶋 宏基

127 bye 矢嶋 宏基 62

128 3124187 矢嶋 宏基 都立西高校    
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