
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 3127216 野崎 政春 フェアリーテニスフォーラム 野崎 政春

2 bye    野崎 政春

3 3420864 押田 雅也 PCAプロテニスアカデミー 根井 温己 61

4 3420431 根井 温己 リトルプリンステニスクラブ 76(6) 野崎 政春

5 3506301 小林 優真 エリステニスクラブ 小林 優真 60

6 bye    小林 優真

7 bye 平川 翔大 WO

8 3420485 平川 翔大 PCAジュニアテニスアカデミー    鮫島 悠志

9 3420375 田村 隼乙 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 田村 隼乙 63

10 bye    田村 隼乙

11 bye 岸 勇輝 60

12 3420501 岸 勇輝 戸田市スポーツセンター    鮫島 悠志

13 3420349 鮫島 悠志 グローバルプロテニスアカデミー 鮫島 悠志 63

14 bye    鮫島 悠志

15 bye 皆川 優 64

16 3419963 皆川 優 TC大井ファミリー    

17 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 但馬 秀梧    

18 bye    五木田 琥珀

19 3128151 五木田 琥珀 金町インターナショナルテニススクール 五木田 琥珀 WO

20 3127415 村瀬 瑛太 NCSP 76(4) 五木田 琥珀

21 3127052 尾関 竜馬 京王赤城アカデミー 尾関 竜馬 WO

22 bye    尾関 竜馬

23 bye 荻上 悠雅 62

24 3127417 荻上 悠雅 武蔵野ドームテニススクール    藤田 哲平

25 3420040 沼崎 正志 リトルプリンステニスクラブ 沼崎 正志 61

26 bye    大西 喜之

27 bye 大西 喜之 75

28 61 大西 喜之 関東テニス協会    藤田 哲平

29 3420070 藤田 哲平 西武ドームテニスコート 藤田 哲平 61

30 3214968 山本 来人 ラックテニスガーデン 61 藤田 哲平

31 bye 鈴木 荘太郎 62

32 3506430 鈴木 荘太郎 一筆テニスクラブ    

33 3214298 大沼 隼也 Team YUKA 大沼 隼也

34 bye    大沼 隼也

35 3420337 太田 彩貴 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 太田 彩貴 62

36 3127784 柳 志佳 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 63 大沼 隼也

37 3420415 片桐 瑠己 三芳ジュニアテニスアカデミー 片桐 瑠己 60

38 bye    新井 柊人

39 bye 新井 柊人 75

40 3420462 新井 柊人 西武ドームテニスコート    菊永 温

41 3127726 佐藤 璃空 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 佐藤 璃空 61

42 bye    菊永 温

43 bye 菊永 温 WO

44 3313641 菊永 温 メディカルテニスクラブ    菊永 温

45 3127538 花畑 良輝 八王子テニスアカデミー 花畑 良輝 60

46 3420644 矢野 優考 ＴＣ大井ファミリー 62 花畑 良輝

47 bye 児玉 啓太 64

48 3604643 児玉 啓太 Fun to tennis    

49 3420550 佐久間 陽登 U.T.PあたごTC 佐久間 陽登    

50 bye    佐久間 陽登

51 3214984 杉浦 右京 K-Powersテニスアカデミーマートテニスガーデン 杉浦 右京 62

52 3420529 竹下 裕真 与野テニスクラブ 60 佐久間 陽登

53 3420458 降旗 己侑 与野テニスクラブ 降旗 己侑 60

54 bye    深瀬 和司

55 bye 深瀬 和司 61

56 3215065 深瀬 和司 シンズあざみ野テニスチーム    伊藤 康佑

57 3420854 伊藤 康佑 みんなのテニス 伊藤 康佑 64

58 bye    伊藤 康佑

59 bye 川上 凜太郎 62

60 3420857 川上 凜太郎 TC大井ファミリー    伊藤 康佑

61 3419821 新井 颯太 ミズノテニススクール坂戸 新井 颯太 64

62 3214899 川村 拓永 シンズあざみ野テニスチーム 76(2) 新井 颯太

63 bye 伊勢 慎之介 WO

64 3313856 伊勢 慎之介 千葉県テニス協会    

【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 12歳以下 予選
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7月31日付ランキング使用
登録No Seed name 1R 2R 3R 予選決勝

【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 12歳以下 予選

65 3803533 長谷川 侑哉 宇都宮テニスクラブ 長谷川 侑哉

66 bye    小原 光路

67 3128040 高木 颯 町田ローンテニスクラブ 小原 光路 WO

68 3128094 小原 光路 VIPテニスアカデミー 64 小原 光路

69 3128032 北條 葉琉 コートピア大泉テニスクラブ 北條 葉琉 62

70 bye    北條 葉琉

71 bye 西川 希海 64

72 3420559 西川 希海 TC大井ファミリー    小原 光路

73 3420345 田中 優翔 ETC 田中 優翔 76(6)

74 bye    田村 克暉

75 bye 田村 克暉 61

76 3420374 田村 克暉 PCAジュニアテニスアカデミー    田村 克暉

77 3420728 落合 謙介 TC大井ファミリー 落合 謙介 63

78 3127740 馬渕 逸希 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ WO 高橋 康介

79 bye 高橋 康介 75

80 3127364 高橋 康介 TAI TENNIS SCHOOL    

81 3127315 東 真叶 コートピア大泉テニスクラブ 東 真叶    

82 bye    東 真叶

83 3420346 田中 勝翔 ETC 松野 一輝 63

84 64 松野 一輝 海外 75 神山 宏正

85 3214955 伊藤 太陽 葉山テニスクラブ 伊藤 太陽 64

86 bye    神山 宏正

87 bye 神山 宏正 75

88 3127976 神山 宏正 東京都テニス協会    老川 遥翔

89 3420508 小笠原 悠 みんなのテニス 小笠原 悠 75

90 bye    大門 舜

91 bye 大門 舜 63

92 3214938 大門 舜 青葉台ローンテニスクラブ    老川 遥翔

93 3420456 吉岡 瑞貴 PCAジュニアテニスアカデミー 吉岡 瑞貴 64

94 3604660 飯島 琉人 ＦＵＮ　ＴＯ　ＴＥＮＮＩＳ WO 老川 遥翔

95 bye 老川 遥翔 62

96 3420061 老川 遥翔 グリーンテニスプラザ    

97 3419977 根本 晃征 Fテニス 根本 晃征

98 bye    根本 晃征

99 3420837 神田 隆成 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 板橋 壱樹 61

100 3420408 板橋 壱樹 ＴC大井ファミリー 61 根本 晃征

101 3128157 仲吉 蓉 フェアリーテニスフォーラム 仲吉 蓉 62

102 bye    中村 太河

103 bye 中村 太河 62

104 3127348 中村 太河 Ｖｉｐ　Ｔennis　Ａｃａｄｅｍｙ    根本 晃征

105 3419961 高橋 束瑳 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 高橋 束瑳 63

106 bye    高橋 束瑳

107 bye 田中 颯人 WO

108 3128002 田中 颯人 コートピア大泉テニスクラブ    高橋 束瑳

109 3127513 笹尾 智也 レック興発 笹尾 智也 63

110 3420401 藤本 陸来 三芳ジュニアテニスアカデミー 75 笹尾 智也

111 bye 藤由 蓮矢 61

112 3419999 藤由 蓮矢 アクロス戸田インドアTC    

113 3313640 熊倉 直仁 吉田記念テニス研修センター 熊倉 直仁    

114 bye    熊倉 直仁

115 3420370 田島 怜弥 与野テニスクラブ 中村 航太郎 63

116 3420490 中村 航太郎 TC大井ファミリー 63 熊倉 直仁

117 3128121 山口 海翔 コートピア大泉テニスクラブ 山口 海翔 62

118 bye    山口 海翔

119 bye 吉田 正 64

120 3420455 吉田 正 西武ドームテニスコート    熊倉 直仁

121 3420842 横山 雄紀 ルネサンスふじみ野 横山 雄紀 75

122 bye    長谷川 瑠

123 bye 長谷川 瑠 60

124 3127530 長谷川 瑠 八王子テニスアカデミー    斉藤 白羽

125 3419982 板倉 輝 三芳ジュニアテニスアカデミー 板倉 輝 62

126 3604639 新井 陵眞 Fun　to　Tennis WO 斉藤 白羽

127 bye 斉藤 白羽 61

128 3313836 斉藤 白羽 サムライテニス    
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