
第4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 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 予選決勝

1 3127976 神山 宏正 田園テニスクラブ 神山 宏正 7月26日付けランキング使用
2 bye    中川 友心

3 3420882 宮川 昇大 テニススクェア和光 中川 友心 Not Played
4 3215335 中川 友心 BEAT TENNIS CLUB 61 小島 凛

5 3128539 稲垣 結斗 IHSM武蔵野 小島 凛 60
6 3128589 小島 凛 桜田カレッジ 61 小島 凛

7 3421376 篠崎 勇仁 PCA 大砂 駿 62
8 3420968 大砂 駿 プログレソ・インドア・スポーツ 63 石井 博将

9 3420937 粕谷 太洋 ブリジストンテニスハウス新所沢 粕谷 太洋 61
10 3420908 黒崎 佑月 テニスゼロ和光 60 粕谷 太洋

11 3420948 山本 晴登 三芳ジュニアテニスアカデミー 山本 晴登 60
12 3420510 岩崎 一樹 ブリヂストンテニスハウス新所沢 63 石井 博将

13 3128349 生井 俊丞 コートピア大泉テニスクラブ 若菜 海斗 63
14 3128008 若菜 海斗 目黒テニスクラブ 63 石井 博将

15 3127091 石井 博将 サマディ門前仲町テニススクール 石井 博将 60

16 3420304 田海 颯汰 ALWAYS TENNIS SCHOOL 61
17 3419963 皆川 優 TC大井ファミリー 皆川 優    

18 bye    皆川 優

19 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 60
20 3421065 木村 幸翔 テニスゼロ和光 62 宮川 侑士

21 3215165 パウリ レオン K-Powersﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰﾏｰﾄﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ パウリ レオン 64
22 3215326 杉山 優仁 ウエスト横浜テニスクラブ 62 宮川 侑士

23 3420556 廣池 亮河 ALWAYS TENNIS SCHOOL 宮川 侑士 61
24 3420308 宮川 侑士 テニススクェア和光 61 宮川 侑士

25 3128032 北條 葉琉 コートピア大泉テニスクラブ 北條 葉琉 62
26 3420957 田谷 類仁 Fテニス 60 北條 葉琉

27 3420972 小林 耀汰 Fテニス 稲田 和鷹 62
28 3314090 稲田 和鷹 ニッケコルトンＴＧ 63 沼崎 正志

29 3128730 植村 彰人 東京都テニス協会 山中 達矢 60
30 3421027 山中 達矢 埼玉県テニス協会 64 沼崎 正志

31 3420999 高野 萱人 埼玉県テニス協会 沼崎 正志 63
32 3420040 沼崎 正志 ミズノテニススクール坂戸 61
33 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 馬渕 逸希

34 bye    根本 圭柊

35 3421001 根本 圭柊 グリーンテニスプラザ 根本 圭柊 WO
36 3420448 飛田 瑞揮 ETC 61 須藤 隼一

37 3215394 菊入 栄杜 TeamYUKA 菊入 栄杜 64
38 3420953 三田 悠里 リトルプリンステニスクラブ 76(5) 須藤 隼一

39 3128578 塩沢 瑛太 Team REC 須藤 隼一 62
40 3215204 須藤 隼一 瀬谷グリーンテニスクラブ 60 根井 温己

41 3128647 田村 楓 VIP TENNIS ACADEMY 佐々木 壮太 62
42 3604739 佐々木 壮太 Fun to Tennis 60 佐々木 壮太

43 3420905 山口 陽大 PCAジュニアテニスアカデミー 笹田 尚寛 62
44 3128397 笹田 尚寛 大正セントラル 目白 75 根井 温己

45 3506795 金古 諒太 ルアンテニスクラブ 坂口 颯之介 60
46 3127967 坂口 颯之介 有明ジュニアテニスアカデミー 61 根井 温己

47 3420444 小野寺 陸 PCAジュニアテニスアカデミー 根井 温己 64
48 3420431 根井 温己 S.I.T.A 64
49 3420374 田村 克暉 PCAジュニアテニスアカデミー 田村 克暉    

50 bye    田村 克暉

51 3420446 斎藤 由暉 PCAジュニアテニスアカデミー 寺尾 壮史 75
52 3128499 寺尾 壮史 狛江インドアATPジュニアチーム 61 藤崎 幹大

53 3128592 大森 翔太 昭和の森ジュニアテニススクール 大森 翔太 63
54 3128731 山口 翔宇 国立GH 62 藤崎 幹大

55 3214871 住野 孝樹 シンズあざみ野テニスチーム 藤崎 幹大 75
56 3420870 藤崎 幹大 与野テニスクラブ 75 黒田 渓太

57 3215354 清水 颯斗 ＹＳＣ 清水 颯斗 60
58 3128728 トウンカラー サイドウ 昭和の森ジュニアテニススクール 60 清水 颯斗

59 3420555 里見 康真 Reve 野口 諒人 60
60 3421022 野口 諒人 川口市テニス協会Ｊｒ． 60 黒田 渓太

61 3421135 小笠原 湊 みんなのテニス 黒田 渓太 60
62 3421089 黒田 渓太 赤城アカデミーさくら野火止 60 黒田 渓太

63 3421040 安藤 正太 三芳ジュニアテニスアカデミー 浅見 遙人 60
64 3420410 浅見 遙人 与野テニスクラブ 60
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Q
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第4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 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 予選決勝

65 3127750 柿澤 康太 京王赤城アカデミー 柿澤 康太

66 bye    柿澤 康太

67 3128436 山田 龍之介 高井戸ダイヤモンドフミヤTS 稲葉 拓 61
68 3420368 稲葉 拓 埼玉県テニス協会 64 柿澤 康太

69 3420864 押田 雅也 TC大井ファミリー 押田 雅也 76(2)
70 3420618 菊池 昂大 与野テニスクラブ 63 藤川 泰成

71 3421147 師岡 有吾 S.I.T.A 藤川 泰成 61
72 3420480 藤川 泰成 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 62 柿澤 康太

73 3420473 会田 湧紀 Fテニス 本田 梁 64
74 3128568 本田 梁 Team REC WO 本田 梁

75 3421296 青柳 太星 Reve 青柳 太星 75
76 3128068 ミラー 栄典 高井戸ダイヤモンドフミヤTS WO 山本 翔太郎

77 3420442 山本 翔太郎 Ｆテニス 山本 翔太郎 60
78 3421004 村岡 優羅 Fテニス 60 山本 翔太郎

79 bye 神田 隆成 62
80 3420837 神田 隆成 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ    
81 3127717 安杖 龍世 京王赤城アカデミー 安杖 龍世    

82 bye    安杖 龍世

83 3420456 吉岡 瑞貴 リトルプリンステニスクラブ 吉岡 瑞貴 62
84 3604756 佐々木 悠太 Fun to Tennis 60 安杖 龍世

85 3128123 重久 理空 TENNIS SUNRISE 重久 理空 61
86 3128264 宇津山 立樹 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 64 松永 順平

87 3420373 松永 順平 テニスゼロ和光 松永 順平 ret
88 3215395 仙田 麗多 K-Powersテニスアカデミーマートテニスガーデン 75 安杖 龍世

89 3128552 山口 裕太 昭和の森ジュニアテニススクール 山口 裕太 61
90 3128521 大串 碧躍 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 64 田谷 陸仁

91 3420956 田谷 陸仁 Fテニス 田谷 陸仁 62
92 3420861 實田 悠甫 TC大井ファミリー 63 田谷 陸仁

93 3421003 林 蓮汰郎 みんなのテニス 林 蓮汰郎 63
94 3604702 本渡 武尊 CSJ WO 樫村 彪真

95 bye 樫村 彪真 75
96 3420465 樫村 彪真 PCAテニスアカデミー    
97 3127538 花畑 良輝 たちかわジュニアテニスアカデミー 花畑 良輝

98 bye    花畑 良輝

99 3421081 田沼 蒼空 S.I.T.A 五十嵐　 渉 60
100 3128488 五十嵐　 渉 セサミテニススクール 75 花畑 良輝

101 3314186 大久保 拓実 松戸テニスクラブ 大久保 拓実 63
102 3128422 平賀 英智 VIP TENNIS ACADEMY 62 黒瀬 鷹来

103 3215367 辻 良希 神奈川県テニス協会 黒瀬 鷹来 75
104 3128063 黒瀬 鷹来 Team310V 62 竹中 匠

105 3421389 富田 飛龍 西武ドームテニスコート 清水 颯介 61
106 3604760 清水 颯介 Fun to Tennis 75 海野 拓音

107 3215211 海野 拓音 厚木国際テニスクラブ 海野 拓音 62
108 3420649 畑 泰成 グリーンテニスプラザ 64 竹中 匠

109 3214899 川村 拓永 シンズあざみ野テニスチーム 川村 拓永 64
110 3128438 三田 佑太郎 高井戸ダイヤモンドフミヤＴＳ 61 竹中 匠

111 bye 竹中 匠 76(5)
112 3127404 竹中 匠 大正セントラル新宿    
113 3215122 松岡 輝 K-Powersテニスアカデミーマートテニスガーデン 松岡 輝    

114 bye    松岡 輝

115 3421267 守屋 武流 Reve 渡部 陽生 60
116 3421008 渡部 陽生 みんなのテニス 60 大舘 一輝

117 3420644 矢野 優考 ＴＣ大井ファミリー 落合 謙介 63
118 3420728 落合 謙介 TC大井ファミリー 61 大舘 一輝

119 3420992 田口 峻大 Fテニス 大舘 一輝 63
120 3214947 大舘 一輝 荏原SSC 60 大舘 一輝

121 3420916 加羽澤 龍之介 Fテニス 石井 徳 64
122 3215161 石井 徳 YSC 62 小田切 楽

123 3215017 小田切 楽 ESSC 小田切 楽 61
124 3420455 吉田 正 西武ドームテニスコート 62 鈴木 類

125 3313972 藤本 大地 フミヤエース市川テニスアカデミー 藤本 大地 61
126 3128595 杉田 拓夢 IHSM武蔵野 64 鈴木 類

127 bye 鈴木 類 63
128 3128267 鈴木 類 三菱養和テニススクール    
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第4回 Miyoshiジュニアチャレンジカップ

男子シングルス 14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 3506772 黒神 尚希 高崎テニスクラブ 黒神 尚希 7月26日付けランキング使用
2 bye    岡崎 想世

3 3421038 岡崎 想世 西武ドームテニスコート 岡崎 想世 75
4 3506407 石井 偉士 上野山テニススクール 76(5) 内山 寛大

5 3420401 藤本 陸来 三芳ジュニアテニスアカデミー 藤本 陸来 63
6 bye    内山 寛大

7 bye 内山 寛大 WO
8 3420886 内山 寛大 TC大井ファミリー    柳 志佳

9 3127424 清水 寛大 VIP TENNIS ACADEMY 清水 寛大 63
10 bye    柳 志佳

11 bye 柳 志佳 WO
12 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

13 3215465 富山 倖 公文国際学園中等部 富山 倖 63
14 bye    田部井 裕喜

15 bye 田部井 裕喜 WO
16 3505086 田部井 裕喜 新橋TC    
17 3214472 塚田 航平 IHSM綾瀬 塚田 航平    

18 bye    塚田 航平

19 3420890 引地 孝太 グリーンテニスプラザ WO
20 3128623 高橋 明翔 成蹊中学校 Not Played 塚田 航平

21 3314279 加瀬 海吏 大西テニスクラブ 加瀬 海吏 64
22 bye    田沼 駿

23 bye 田沼 駿 61
24 3420468 田沼 駿 T3    塚田 航平

25 3128478 村山 亮太 コスモテニスカレッジ 村山 亮太 64
26 bye    吉浜 太晴

27 bye 吉浜 太晴 60
28 3215478 吉浜 太晴 逗子マリーナテニスクラブ    高嶋 航太郎

29 3128338 高嶋 航太郎 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 高嶋 航太郎 75
30 bye    高嶋 航太郎

31 bye 荻上 悠雅 WO
32 3420887 荻上 悠雅 赤城アカデミーさくら野火止    
33 3127399 増倉 祥寛 京王赤城アカデミー 増倉 祥寛

34 bye    増倉 祥寛

35 3214913 末継 力 リビエラ逗子マリーナテニススクール 上田 陸翔 63
36 3314092 上田 陸翔 楠クラブ 62 太田 健斗

37 3128638 林 虎太郎 成蹊中学校 林 虎太郎 62
38 bye    太田 健斗

39 bye 太田 健斗 60
40 3215450 太田 健斗 慶應湘南藤沢中等部男子テニス部    太田 健斗

41 3314224 西川 康史 Hills K-Nagatsuka TA 西川 康史 61

42 bye    
43 bye 米良 航 Not Played
44 3128380 米良 航 成蹊中学校    宇野 雄太郎

45 3128495 宮崎 創 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 宮崎 創 WO
46 bye    宇野 雄太郎

47 bye 宇野 雄太郎 60
48 3128255 宇野 雄太郎 東宝調布テニスクラブ    
49 3215083 矢野 龍雅 シンズあざみ野テニスチーム 矢野 龍雅    

50 bye    青原 洸哉

51 3215319 堀井 章人 val 青原 洸哉 WO
52 3314077 青原 洸哉 初石テニスクラブ WO 平山 尚暉

53 3128010 村崎 佳都 Team310V 村崎 佳都 76(3)
54 bye    平山 尚暉

55 bye 平山 尚暉 WO
56 3126937 平山 尚暉 有明ジュニアテニスアカデミー    伊藤 康佑

57 3314142 内堀 慶都 松戸テニスクラブ 内堀 慶都 75
58 bye    内堀 慶都

59 bye 松岡 良佑 WO
60 3127445 松岡 良佑 東京ＪＴＴＣ    伊藤 康佑

61 3127887 ディリマー 海 昭和の森ジュニアテニススクール ディリマー 海 63
62 bye    伊藤 康佑

63 bye 伊藤 康佑 62
64 3420854 伊藤 康佑 みんなのテニス    
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第4回 Miyoshiジュニアチャレンジカップ

男子シングルス 14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

65 3127818 粟屋 衛 京王赤城アカデミー 粟屋 衛

66 bye    粟屋 衛

67 3420338 門野 美希 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 仙田 雅治 60
68 3215382 仙田 雅治 K-Powersテニスアカデミーマートテニスガーデン 61 粟屋 衛

69 3420028 畑 優成 グリーンテニスプラザ 畑 優成 61
70 bye    岡田 裕之助

71 bye 岡田 裕之助 61
72 3419520 岡田 裕之助 エルヴェ    粟屋 衛

73 3419990 仁科 颯太 ブリヂストンテニスハウス新所沢 仁科 颯太 61
74 bye    秋本 弥也

75 bye 秋本 弥也 63
76 3419553 秋本 弥也 フォレストテニスクラブ    三田 啓介

77 3127393 三田 啓介 有明ジュニアテニスアカデミー 三田 啓介 75
78 bye    三田 啓介

79 bye 笠井 康志 61
80 3506711 笠井 康志 上野山テニススクール    
81 3214640 羽生 伊織 ファーイーストJrTA 羽生 伊織    

82 bye    羽生 伊織

83 3128538 貴田 悠斗 目黒テニスクラブ 貴田 悠斗 61
84 3420520 押田 悠雅 PCA 62 遠藤 公宜

85 3420559 西川 希海 TC大井ファミリー 西川 希海 63
86 bye    遠藤 公宜

87 bye 遠藤 公宜 wo
88 3420083 遠藤 公宜 西武ドームテニスコート    小笠原 悠

89 3420067 長谷川 太一 ルネサンス浦和 長谷川 太一 61
90 bye    長谷川 太一

91 bye 小出 脩斗 76(6)
92 3215247 小出 脩斗 浅野中学校    小笠原 悠

93 3420490 中村 航太郎 TC大井ファミリー 中村 航太郎 62
94 bye    小笠原 悠

95 bye 小笠原 悠 61
96 3420508 小笠原 悠 みんなのテニス    
97 3505753 池田 慶介 ミナミグリーンテニスクラブ 池田 慶介

98 bye    池田 慶介

99 bye 忽滑谷 颯太 62
100 3420437 忽滑谷 颯太 三芳ジュニアアカデミー    池田 慶介

101 3420857 川上 凜太郎 TC大井ファミリー 川上 凜太郎 60
102 bye    川上 凜太郎

103 bye 永山 義也 wo
104 3214313 永山 義也 リビエラ逗子マリーナTS    池田 慶介

105 3127490 前田 空輝 タウンテニス大泉学園 前田 空輝 61
106 bye    望月 陽仁

107 bye 望月 陽仁 61
108 3419716 望月 陽仁 S.I.T.A    望月 陽仁

109 3127763 川村 颯一朗 TENNIS SUNRISE 川村 颯一朗 64
110 bye    但馬 秀梧

111 bye 但馬 秀梧 63
112 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    
113 3127374 奈良 勇季 たちかわジュニアテニスアカデミー 奈良 勇季    

114 bye    中嶋 俊哉

115 bye 中嶋 俊哉 wo
116 3215373 中嶋 俊哉 霧が丘アップテニスアカデミー    為澤 十真

117 3128692 喜多川 翔貴 大正セントラルテニスクラブ目白 喜多川 翔貴 63
118 bye    為澤 十真

119 bye 為澤 十真 64
120 3127388 為澤 十真 TENNIS SUNRISE    為澤 十真

121 3215166 岸 陽斗 登戸サンライズテニスコート 岸 陽斗 60
122 bye    羽生田 晶

123 bye 羽生田 晶 62
124 3419750 羽生田 晶 ＴＣ大井ファミリー    羽生田 晶

125 3419595 太田 凜斗 シードテニスクラブ 太田 凜斗 61
126 bye    太田 凜斗

127 bye 大門 舜 63
128 3214938 大門 舜 青葉台ローンテニスクラブ    

Q

Q

Q

Q



第4回 Miyoshiジュニアチャレンジカップ

男子シングルス 16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 3420057 久保 蕉真 ALWAYS TENNIS SCHOOL 久保 蕉真 7月26日付けランキング使用
2 bye    森田 晃弘

3 3127392 三田 篤史 有明ジュニアテニスアカデミー 森田 晃弘 Not Played
4 3127369 森田 晃弘 日本大学第三高等学校 wo 吉田 直樹

5 3313447 吉田 直樹 アートヒルテニスクラブ 吉田 直樹 61
6 bye    吉田 直樹

7 bye 添田 源斗 60
8 3215008 添田 源斗 厚木国際テニスクラブ    吉田 直樹

9 3128649 植田 優人 日本大学第三高校 植田 優人 62
10 bye    黒岩 景

11 bye 黒岩 景 61
12 3128230 黒岩 景 京王赤城アカデミー    黒岩 景

13 3126419 小坂 優斗 D-tennis. 小坂 優斗 62
14 bye    小坂 優斗

15 bye 小林 龍之介 63
16 3125980 小林 龍之介 有明ジュニアテニスアカデミー    
17 3213692 石津 瑛日 荏原ＳＳＣ 石津 瑛日    

18 bye    石津 瑛日

19 3128262 柴田 蔵人 ウイニングショット 堀池 哲平 63
20 3127579 堀池 哲平 パワーテニスパーク 62 石津 瑛日

21 3128207 内海 駿 ミヤムラテニススクール 内海 駿 60
22 bye    田口 颯大

23 bye 田口 颯大 63
24 3313849 田口 颯大 フミヤエース市川TA    石津 瑛日

25 3127475 高橋 宙太 有明ジュニアテニスアカデミー 高橋 宙太 62
26 bye    田口 勇真

27 bye 田口 勇真 62
28 3127478 田口 勇真 N・CSP    代島 侑真

29 3419188 平沢 航紀 川越東高校 平沢 航紀 61
30 bye    代島 侑真

31 bye 代島 侑真 75
32 3214448 代島 侑真 YC&AC Junior Tennis Academy    
33 3419995 鈴木 怜央 城北埼玉高校 鈴木 怜央

34 bye    中村 光太郎

35 3214702 中村 光太郎 シンズあざみ野テニスチーム 中村 光太郎 wo
36 3419957 増喜 大地 立教池袋高等学校 60 村松 龍之介

37 3419874 村松 龍之介 立教新座 村松 龍之介 64
38 bye    村松 龍之介

39 bye 津幡 航希 62
40 3127340 津幡 航希 サリュートテニス専門学院    山口 滉太

41 3419214 小川 敦也 TC大井ファミリー 小川 敦也 61
42 bye    水野 薫

43 bye 水野 薫 64
44 3127911 水野 薫 VIP TENNIS ACADEMY    山口 滉太

45 3128733 九嶋 優斗 サリュートテニス専門学院 九嶋 優斗 60
46 bye    山口 滉太

47 bye 山口 滉太 wo
48 3419564 山口 滉太 SITA    
49 3126314 和田 拓 有明ジュニアテニスアカデミー 和田 拓    

50 bye    和田 拓

51 3128648 打矢 俊 都立西高校 打矢 俊 60
52 3214103 水谷 太一 リビエラ逗子マリーナテニスクラブ wo 杉本 耕基

53 3128650 遠藤 凱 都立西高校 遠藤 凱 60
54 bye    杉本 耕基

55 bye 杉本 耕基 60
56 3420030 杉本 耕基 グリーンテニスプラザ    杉本 耕基

57 3420077 千葉 晃平 立教高校 千葉 晃平 63
58 bye    古田 真周

59 bye 古田 真周 62
60 3128615 古田 真周 学習院中等科    古田 真周

61 3126994 林 靖衡 武蔵野テニスシティー 林 靖衡 wo

62 bye    
63 bye 尾上 朝陽 Not Played
64 3312943 尾上 朝陽 あじさいインドアTS    

Q

Q

Q

Q

本戦へへ



第4回 Miyoshiジュニアチャレンジカップ

男子シングルス 16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

本戦へへ65 3127159 原田 絃多 ビッグK 原田 絃多

66 bye    原田 絃多

67 3127832 近藤 敏貴 ビッグKテニス wo
68 3214003 池田 隼 リーファインターナショナルテニスアカデミー Not Played 原田 絃多

69 3420420 森 啓人 ＴＣ大井ファミリー 森 啓人 60
70 bye    森 啓人

71 bye 斎藤 晃 64
72 3421218 斎藤 晃 慶應義塾志木高等学校    原田 絃多

73 3125964 上原 宏太 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー 上原 宏太 63
74 bye    上原 宏太

75 bye 柴野 航輔 61
76 3127423 柴野 航輔 東京大学教育学部附属中等教育学校    上原 宏太

77 3127660 鈴木 琉平 都立八王子東高等学校 鈴木 琉平 63
78 bye    鈴木 琉平

79 bye 相沢 平大 60
80 3604574 相沢 平大 江戸川学園取手中学校    
81 3128512 原 大夢 町田ローンテニスクラブ 原 大夢    

82 bye    原 大夢

83 3127384 小川 怜 成城ジュニアテニスアカデミー 小川 怜 63
84 3127739 石井 天馬 武蔵中学校 60 原 大夢

85 3418086 二宮 稜平 T3 二宮 稜平 61
86 bye    吉村 匡裕

87 bye 吉村 匡裕 61
88 3421071 吉村 匡裕 立教新座高校    原 大夢

89 3214114 伊達 瑛司 シンズあざみ野テニスチーム 伊達 瑛司 63
90 bye    伊達 瑛司

91 bye 高橋 鈴太郎 60
92 3421338 高橋 鈴太郎 SYT 月見野テニススクール    久米 智弥

93 3128166 金子 将大 IHSM武蔵野 金子 将大 62
94 bye    久米 智弥

95 bye 久米 智弥 62
96 3126463 久米 智弥 ひまわりテニスクラブ    
97 3126916 内山 大誠 武蔵野ドームテニススクール 内山 大誠

98 bye    小林 光乃佑

99 3421221 小林 光乃佑 川越東高校 小林 光乃佑 75
100 3127348 中村 太河 Ｖｉｐ　Ｔennis　Ａｃａｄｅｍｙ wo 横井 匠

101 3419466 横井 匠 川越東高校 横井 匠 64
102 bye    横井 匠

103 bye 須藤 豪 62
104 3128447 須藤 豪 武蔵高等学校    高倉 海吏

105 3418726 細矢 晃希 川越東高校 細矢 晃希 76(6)
106 bye    細矢 晃希

107 bye 松澤 竜登 62
108 3127925 松澤 竜登 日本大学第三高等学校    高倉 海吏

109 3418054 関根 大樹 与野テニスクラブ 関根 大樹 64
110 bye    高倉 海吏

111 bye 高倉 海吏 wo
112 3418529 高倉 海吏 アクロステニスアカデミー    
113 3127455 石渡 健介 ビッグK 石渡 健介    

114 bye    石渡 健介

115 bye 臼井 涼馬 60
116 3313907 臼井 涼馬 フミヤエース市川ＴＡ    石渡 健介

117 3421234 中里 紀厚 慶応義塾志木高校 中里 紀厚 62
118 bye    大木 守

119 bye 大木 守 62
120 3128490 大木 守 多摩大学附属聖ヶ丘中学校    石渡 健介

121 3128331 栗木 佑 A.J.T.A. 栗木 佑 63
122 bye    小嶋 祐海

123 bye 小嶋 祐海 64
124 3128567 小嶋 祐海 芝浦工業大学高校    小嶋 祐海

125 3128181 二川 太郎 コートピア大泉 二川 太郎 63
126 bye    二川 太郎

127 bye 宮里 亮 wo
128 3419653 宮里 亮 グローバルプロテニスアカデミー    

Q

Q

Q

Q



第4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 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 予選決勝

1 3417943 齋藤 涼太 浦和学院高校 齋藤 涼太 7月26日付けランキング使用
2 bye    稲垣 友崇

3 3128716 松木 章悟 東京都TA 稲垣 友崇 Not Played
4 3127368 稲垣 友崇 成城学園高校 WO 指方 琉聖

5 3213298 山岡 慎治 青葉台ローンテニスクラブ 山岡 慎治 64
6 bye    指方 琉聖

7 bye 指方 琉聖 64
8 3128072 指方 琉聖 西高校    中村 瑞樹

9 3215117 稲次 俊太 大島フラワーテニスガーデン 稲次 俊太 61
10 bye    稲次 俊太

11 bye 横山 晟覇 60
12 3128179 横山 晟覇 日本大学第三高等学校    中村 瑞樹

13 3418274 川合 香毅 西武台高校 川合 香毅 60
14 bye    中村 瑞樹

15 bye 中村 瑞樹 63
16 3124957 中村 瑞樹 チームZIP    
17 3213862 服部 紀之 パーム･インターナショナル･テニス･アカデミー 服部 紀之    

18 bye    服部 紀之

19 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 61
20 3128085 野中 隆弘 国立高校 WO 服部 紀之

21 3128195 柿沼 辰徳 東亜学園高校 柿沼 辰徳 61
22 bye    柿沼 辰徳

23 bye 斎藤 康太 63
24 3215339 斎藤 康太 神奈中テニススクール    野口 爽太朗

25 3127234 小野 翔 Team REC 小野 翔 62
26 bye    幸野 直哉

27 bye 幸野 直哉 76(3)
28 3127337 幸野 直哉 東京JTTC    野口 爽太朗

29 3420858 奥田 直輝 S.I.T.A 奥田 直輝 60
30 bye    野口 爽太朗

31 bye 野口 爽太朗 60
32 3125806 野口 爽太朗 武蔵野ドームテニススクール    
33 3126517 才木 涼介 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー 才木 涼介

34 bye    内田 敬愛

35 3127598 内田 敬愛 日本大学第三中学校 内田 敬愛 76(5)
36 3128204 村山 裕太 東京YMCA 61 森 健太郎

37 3127338 飯田 太郎 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 飯田 太郎 60
38 bye    森 健太郎

39 bye 森 健太郎 WO
40 3420970 森 健太郎 SYT月見野テニススクール    森 健太郎

41 3418987 溝口 結大 川越東高校 溝口 結大 63
42 bye    佐藤 卓哉

43 bye 佐藤 卓哉 WO
44 3127608 佐藤 卓哉 大正セントラル    松本 大貴

45 3215341 松本 大貴 シンズあざみ野テニスチーム 松本 大貴 60
46 bye    松本 大貴

47 bye 半谷 旭飛 76(4)
48 3127222 半谷 旭飛 たちかわJTA    
49 3417916 大野 慎平 プラスαテニスカレッジ 大野 慎平    

50 bye    
51 bye 坂本 遼介 Not Played
52 3214751 坂本 遼介 サレジオ学院高校    馬場 樹

53 3127951 馬場 樹 豊多摩高校 馬場 樹 WO
54 bye    馬場 樹

55 bye 多田 和矢 62
56 3214985 多田 和矢 横浜グリーンテニスクラブ    冨田 拓海

57 3128507 古川 達也 TAI Tennis School 古川 達也 63
58 bye    冨田 拓海

59 bye 冨田 拓海 64
60 3419993 冨田 拓海 グローバルプロテニスアカデミー    冨田 拓海

61 3313305 小熊 優也 殿山テニスガーデン 小熊 優也 63
62 bye    黒神 樹

63 bye 黒神 樹 WO
64 3505846 黒神 樹 高崎テニスクラブ    

Q

Q

Q

Q

本戦繰上り



第4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 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 予選決勝

本戦繰上り65 3312711 高井 雄乃介 吉田記念テニス研修センター 高井 雄乃介

66 bye    高井 雄乃介

67 bye 成田 隆太郎 76(3)
68 3128062 成田 隆太郎 西高校    高井 雄乃介

69 3127349 萩原 亮介 NーCSP 萩原 亮介 60
70 bye    萩原 亮介

71 bye 松本 悠椰 WO
72 3128113 松本 悠椰 武蔵野ドームテニススクール    高井 雄乃介

73 3313659 柿沼 優也 志津テニスクラブ 柿沼 優也 64
74 bye    鈴木 太一

75 bye 鈴木 太一 64
76 3703743 鈴木 太一 日本大学明誠高等学校    鈴木 太一

77 3125884 太田 悠斗 フェアリーテニスフォーラム 太田 悠斗 63
78 bye    太田 悠斗

79 bye 大谷 伸太郎 62
80 3126963 大谷 伸太郎 八王子学園八王子高校    
81 3604748 水町 隼也 東洋大牛久高校 水町 隼也    

82 bye    水町 隼也

83 bye 伊藤 慎平 63
84 3127709 伊藤 慎平 T.T.LBRL    佐藤 太陽

85 3128350 佐藤 慎哉 N・CSP 佐藤 慎哉 60
86 bye    佐藤 太陽

87 bye 佐藤 太陽 61
88 3125309 佐藤 太陽 有明ジュニアテニスアカデミー    橋本 拓実

89 3416879 杵渕 純平 川越東高等学校 杵渕 純平 62
90 bye    杵渕 純平

91 bye 小林 大修 WO
92 7000039 小林 大修 早稲田実業学校    橋本 拓実

93 3419906 坪井 友紀 川越東高校 坪井 友紀 60
94 bye    橋本 拓実

95 bye 橋本 拓実 62
96 3312544 橋本 拓実 あじさいインドア    
97 3126522 白浜 志源 新宿高校 白浜 志源

98 bye    飯野 晴輝

99 bye 飯野 晴輝 WO
100 3126875 飯野 晴輝 日本大学第三高校    田代 航

101 3314143 熊崎 稜也 秀明八千代高校 熊崎 稜也 75
102 bye    田代 航

103 bye 田代 航 63
104 3126637 田代 航 ユニバーサルテニススクール南大沢    森 一稀

105 3418921 西郷 恭平 大宮東高校 西郷 恭平 61
106 bye    蛯谷 健太朗

107 bye 蛯谷 健太朗 61
108 3128732 蛯谷 健太朗 都立豊多摩高校    森 一稀

109 3125026 荻野 雄大 日本大学第三高等学校 荻野 雄大 60
110 bye    森 一稀

111 bye 森 一稀 61
112 3127161 森 一稀 杉並学院高校    
113 3125850 関 優 町田ローンテニスクラブ 関 優    

114 bye    関 優

115 bye 戸田 賢吾 61
116 3313242 戸田 賢吾 オールサムズ テニスクラブ    関 優

117 3127230 高橋 壽仁亜 サリュートテニス専門学院 高橋 壽仁亜 62
118 bye    高橋 壽仁亜

119 bye 松原 瑠南 64
120 3421066 松原 瑠南 ブリヂストンテニスハウス新所沢    関 優

121 3126098 塩田 龍一 日本大学第三中学校 塩田 龍一 76(3)
122 bye    藤縄 尚紀

123 bye 藤縄 尚紀 63
124 3126729 藤縄 尚紀 京王赤城アカデミー    秋葉 太朗

125 3126083 木村 啓介 ミヤムラテニスセンター 木村 啓介 60
126 bye    秋葉 太朗

127 bye 秋葉 太朗 60
128 3125357 秋葉 太朗 東京成徳大学高校    

Q

Q

Q

Q



第4回 Miyoshiジュニアチャレンジカップ

女子シングルス 12歳以下 予選 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 予選決勝

1 3165572 前田 璃緒 コートピア大泉テニスクラブ 前田 璃緒 7月26日付けランキング使用
2 bye    前田 璃緒

3 3461334 山本 由莉 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ ラーマン 杏奈 60
4 3165949 ラーマン 杏奈 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 75 前田 璃緒

5 3461281 吉岡 里菜 リトルプリンステニスクラブ 吉岡 里菜 75
6 bye    中村 充希

7 bye 中村 充希 60
8 3165857 中村 充希 コートピア大泉テニスクラブ    
9 3165715 中林 ゆい VIP TENNIS ACADEMY 中林 ゆい    

10 bye    松井 絵磨

11 3461354 松井 絵磨 石井真テニスアカデミー 松井 絵磨 62
12 3852842 鍋谷 優花 アウリンTC 61 丸山 にこ

13 3165990 黄川田 莉子 Team REC 黄川田 莉子 64
14 bye    丸山 にこ

15 bye 丸山 にこ 61
16 3258556 丸山 にこ ESSC    
17 3165780 佐藤 弘夏 桜田テニスカレッジ 佐藤 弘夏    

18 bye    藤井 愛瑠

19 3461294 藤井 愛瑠 ミズノテニススクール坂戸 藤井 愛瑠 wo
20 3165834 佐藤 瑠奈 フェアリーテニスフォーラム 60 藤井 愛瑠

21 3165901 宮内 遥花 武蔵野テニスシティー 宮内 遥花 60
22 bye    宮内 遥花

23 bye ディリマー 雅 61
24 3165877 ディリマー 雅 昭和の森テニススクール    
25 3165644 室山 愛子 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 室山 愛子    

26 bye    室山 愛子

27 3461244 鈴木 瑠莉 オールウェイズテニススクール 鈴木 瑠莉 76(4)
28 3165932 川崎 このは TENNIS SUNRISE 62 室山 愛子

29 3461273 中田 香珠羽 ミズノテニススクール坂戸 中田 香珠羽 63
30 bye    中田 香珠羽

31 bye 木村 心優 60
32 3461248 木村 心優 グリーンテニスプラザ    
33 3165672 シガネール 玲奈 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ シガネール 玲奈

34 bye    小林 陽菜

35 3461285 小林 陽菜 Fテニス 小林 陽菜 wo
36 3165997 山上 夏季 TAI Tennis School 61 辻岡 史帆

37 3461211 辻岡 史帆 SYT月見野テニススクール 辻岡 史帆 64
38 bye    辻岡 史帆

39 bye 小嶋 遥夏 wo
40 3362180 小嶋 遥夏 ロイヤルSCTC    
41 3362028 吉川 琴葉 吉田記念テニス研修センター 吉川 琴葉    

42 bye    吉川 琴葉

43 3258685 渡邉 仁菜 大磯テニスアカデミー 武藤 ゆう 75
44 3461292 武藤 ゆう ウィングローバルテニスアカデミー熊谷 61 山中 愛純

45 3362121 村上 瑠依 Hills K-Nagatsuka Tennis Academy 村上 瑠依 63
46 bye    山中 愛純

47 bye 山中 愛純 62
48 3461261 山中 愛純 西武ドームテニスコート    
49 3165778 渡辺 ほなみ 有明ジュニアテニスアカデミー 渡辺 ほなみ    

50 bye    渡辺 ほなみ

51 3461368 古城 さくら みんなのテニス 古城 さくら 62
52 3165799 河西 華子 成城ジュニアテニスアカデミー 60 渡辺 ほなみ

53 3461335 平山 香純 TOP・TENNIS 堀 陽菜子 64
54 3165930 堀 陽菜子 毎日庭球日 61 宮沢 凛花

55 bye 宮沢 凛花 76(8)
56 3461180 宮沢 凛花 蓮田グリーンテニスクラブ    
57 3165856 内藤 未依 コートピア大泉テニスクラブ 内藤 未依    

58 bye    古正 かなみ

59 3258656 石橋 真理愛 SSAレニックス 古正 かなみ 64
60 3258612 古正 かなみ 大磯テニスアカデミー 63 古正 かなみ

61 3165991 川田 羚花 Team REC 田中 舞璃花 60
62 3461308 田中 舞璃花 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 63 山川 日菜

63 bye 山川 日菜 63
64 3553654 山川 日菜 高崎テニスクラブ    

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q



第4回 Miyoshiジュニアチャレンジカップ

女子シングルス 14歳以下 予選 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 予選決勝

1 3258590 狗飼 紗季 厚木国際テニスクラブ 狗飼 紗季
7月26日付けランキング使用

2 bye
   

中里 晴香

3 3166034 大畑 彩水 VIP TENNIS ACADEMY 中里 晴香
WO

4 3461197 中里 晴香 みんなのテニス

60

5 3461042 飛田 李佳 ETC 藤田 華凛

   

6 3460965 藤田 華凛 西武ドームテニスコート

WO
藤田 華凛

7 3258528 芳垣 真帆 Team　YUKA 土屋 海音
61

8 3460958 土屋 海音 テニスクラブ大井ファミリー

63

9 3165573 葉山 花 ビッグＫ 葉山 花

   

10 3258662 小田 愛菜 大磯テニスアカデミー

64
滝沢 双葉

11 3165968 田辺 愛美 ミヤムラテニスセンター 滝沢 双葉
64

12 3258393 滝沢 双葉 森下インターナショナルテニスアカデミー

75

13 3461040 村岡 優萌 与野テニスクラブ 村岡 優萌

   

14 3258213 岡田 真菜 森下インターナショナルテニスアカデミー

63
広瀬 日乃

15 3258660 荒井 晴 橘学苑 広瀬 日乃
60

16 3165470 広瀬 日乃 東京都テニス協会

WO

17 3461063 小林 和奏 ひばりが丘新豊テニスクラブ 小林 和奏

18 3461059 正木 凜 テニスクラブNASこしがや

60
トウンカラー アイシヤトウ

19 3165733 伊澤 藍 竹の塚インドアスポーツプラザ トウンカラー アイシヤトウ
64

20 3165685 トウンカラー アイシヤトウ 昭和の森ジュニアテニススクール

61

21 3460925 市岡 瑞希 グリーンテニスプラザ 芳垣 美帆

   

22 3258529 芳垣 美帆 Team YUKA

WO
芳垣 美帆

23 3461290 中村 結子 リトルプリンス 中村 結子

60

24 3258564 酒井 柚香 ファーイーストJr.T.A

WO

25 3258349 永井 花怜 リビエラ逗子マリーナテニススクール 中山 歩笑

   

26 3165682 中山 歩笑 ひろせテニススクール

WO
中山 歩笑

27 3165921 鎌田 芽唯 VIP TENNIS ACADEMY 杉浦 柊羽
62

28 3258495 杉浦 柊羽 ラック港南台テニスガーデン

WO

29 3258457 小西 花梨 神奈中テニススクール

   

30 3166036 浅田 奈実 コスモテニスカレッジ

Not Played
小南 莉々

31 3461053 小南 莉々 与野テニスクラブ 小南 莉々
WO

32 3165569 横山 桃香 コートピア大泉テニスクラブ

76(4)

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q



第4回 Miyoshiジュニアチャレンジカップ

女子シングルス 16歳以下 予選 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 予選決勝

1 3258236 山野 凜 葉山テニスクラブ 山野 凜
7月26日付けランキング使用

2 bye
   

武井 彩菜

3 3461194 武井 彩菜 栄東中学校 武井 彩菜
wo

4 3165513 井口 紬 TENNIS SUNRISE

wo

5 3165313 惣福 結香 町田ローンテニスクラブ 惣福 結香

   

6 bye
   

惣福 結香

7 3165661 松浦 美月 京王赤城アカデミー 松浦 美月
60

8 3258240 原 明日美 橘学苑中学校

wo

9 3460761 寺門 玲 S.I.T.A 寺門 玲

   

10 bye
   

寺門 玲

11 3258554 小林 未来 登戸サンライズテニスコート 小林 未来
61

12 3165440 中野 薫子 KITA

63

13 3460815 新井 万由子 ＳＹＴ月見野テニススクール 新井 万由子

   

14 bye
   

新井 万由子

15 3165455 寺山 由起 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 寺山 由起
62

16 3258681 大間知 さら 登戸サンライズテニスコート

wo

17 3258091 小倉 晴夏 小田急藤沢テニスガーデン 小倉 晴夏

18 bye
   

小倉 晴夏

19 3165874 長尾 侑依 ＶＩＰ　ＴＯＰ　ＡＣＡＤＥＭＹ 鈴木 水紬
62

20 3165881 鈴木 水紬 明治大学付属明治中学校

62

21 3165705 櫻澤 満里奈 昭和の森ＪＴＳ 櫻澤 満里奈

   

22 3258698 高橋 葉生 慶応湘南藤沢高等部

wo
櫻澤 満里奈

23 3361792 薦田 怜奈 東邦大学付属東邦高等学校 薦田 怜奈
76(5)

24 3165376 筒井 日菜子 高井戸ダイヤモンドフミヤTS

62

25 3165622 青木 美優羽 ノア・インドアステージ国分寺 北崎 美有

   

26 3165993 北崎 美有 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー

wo
小柴 琉宇

27 3165924 荒木 希美 明治大学付属明治中学校 小柴 琉宇
62

28 3362151 小柴 琉宇 KIONジュニアテニスアカデミー

60

29 3361654 中根 美凜 ＴＴＣ 中根 美凜

   

30 3460708 新井 玲奈 プラスαテニスカレッジ

63
中根 美凜

31 3166050 佐藤 優香 e-tennis 仁科 華梨
76(3)

32 3460598 仁科 華梨 ブリヂストンテニスハウス新所沢

62

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q



第4回 Miyoshiジュニアチャレンジカップ

女子シングルス 18歳以下 予選 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 予選決勝

1 3459992 松橋 彩未 与野テニスクラブ 松橋 彩未
7月26日付けランキング使用

2 bye
   

加賀 彩夏

3 3164828 加賀 彩夏 たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 加賀 彩夏
Not Played

4 3460441 森井 亜弥 TC大井ファミリー

60

5 3460762 吉田 有沙 グリーンテニスプラザ 吉田 有沙

   

6 bye
   

吉田 有沙

7 3165967 倉田 瑠々 早稲田実業学校高等部 藁科 怜乃
75

8 3164999 藁科 怜乃 Team REC

60

9 3257912 岩田 麗世 光明学園 相模原高等学校 岩田 麗世

   

10 bye
   

岩田 麗世

11 3460358 平川 穂香 越谷南高校 清水 菜々海
64

12 3165186 清水 菜々海 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー

62

13 3460824 武嶋 玲衣 赤城アカデミーさくら野火止 武嶋 玲衣

   

14 bye
   

武嶋 玲衣

15 3166022 飯守 莉子 明治大学付属明治高等学校 浅賀 文佳
64

16 3460416 浅賀 文佳 越谷南高校

62

17 3165595 山田 莉穂 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー 山田 莉穂

18 3165964 高野 珠生 MTSテニスアリーナ三鷹

61
寺谷 愛夏

19 3459988 新井 優愛 プラスαテニスカレッジ 寺谷 愛夏
60

20 3165120 寺谷 愛夏 ビッグK

61

21 3164810 棚本 優香 瀬田テニススクール 中川 春乃

   

22 3166019 中川 春乃 明大明治高校

76(3)
中川 春乃

23 3461105 加島 有紗 PCAジュニアプロテニスアカデミー 加島 有紗
63

24 3459451 青木 梨奈 エステステニスパーク

62

25 3257888 植田 香凜 ウエスト横浜テニスクラブ 植田 香凜

   

26 3460906 松橋 遥 越谷南高校

61
植田 香凜

27 3165905 森谷 夏帆 ノア・インドアステージ国分寺 森谷 夏帆
61

28 3258491 滝沢 一葉 霧ヶ丘アップテニスアカデミー

WO

29 3165074 山本 美紅 山脇学園高校 山本 美紅

   

30 3164615 水嶋 玲奈 NーCSP

63
山本 美紅

31 3165505 瀬沼 瑞穂 帝京大学高校 佐藤 真愛
63

32 3460410 佐藤 真愛 SYT月見野テニススクール

63

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

本戦へ


