
第21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 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 3128910 鶴岡 利騎丸 三菱養和テニススクール 鶴岡 利騎丸 11月30日付けランキング使用
2 bye    石崎 葵已

3 3129064 石崎 葵已 桜田テニスカレッジ 石崎 葵已 63

4 3129578 足立 健太朗 JITC 62 石崎 葵已

5 3421948 神庭 頼人 Fテニス 中田 譲樹 61

6 3421503 中田 譲樹 tennis team Mt 62 菅原 悠義

7 3421996 白土 優太 さくら野火止テニスアカデミー 菅原 悠義 61

8 3129723 菅原 悠義 コートピア大泉テニスクラブ 64 小嶋 柊哉

9 3421858 藤野 優光 Fテニス 岡部 燎音 62

10 3421992 岡部 燎音 さくら野火止テニスアカデミー 64 岡部 燎音

11 bye 落合 喜洋 WO

12 3314499 落合 喜洋 千葉県テニス協会    小嶋 柊哉

13 3314682 小嶋 柊哉 フミヤエース市川テニスアカデミー 小嶋 柊哉 62

14 3216099 亀山 航汰 あざみ野ローンテニスチーム 61 小嶋 柊哉

15 bye 大熊 櫂 63

16 3128849 大熊 櫂 桜田テニスカレッジ    

17 3129602 片桐 卓哉 武蔵野ドームテニススクール 片桐 卓哉    

18 bye    柴崎 友輝

19 3421682 柴崎 友輝 三芳ジュニアテニスアカデミー 柴崎 友輝 62

20 3129128 内藤 未磨 コートピア大泉テニスクラブ 63 宮坂 海莉

21 3129438 横川 愛翔 コートピア大泉テニスクラブ 宮坂 海莉 62

22 3421451 宮坂 海莉 SYT月見野テニススクール 62 宮坂 海莉

23 3129773 高畠 光向 ノア・インドアステージ国分寺 高畠 光向 62

24 3314242 戒田 隆隼 fellows sports 62 永井 蒼大

25 3128913 白﨑 叶人 狛江インドアジュニアATPチーム 白﨑 叶人 64

26 3421396 髙橋 凌 Ｆテニス 63 白﨑 叶人

27 bye 益子 泰至 61

28 3422283 益子 泰至 ブリヂストンテニスハウス新所沢    永井 蒼大

29 3129534 外川 大輝 コートピア大泉テニスクラブ 河田 優太朗 60

30 3129696 河田 優太朗 武蔵野ドームテニススクール 64 永井 蒼大

31 bye 永井 蒼大 62

32 3421029 永井 蒼大 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ    

33 3420942 那須 悠飛 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 那須 悠飛

34 bye    那須 悠飛

35 3129780 長井 祥真 コートピア大泉テニスクラブ 河村 柚希 61

36 3421870 河村 柚希 与野テニスクラブ 62 那須 悠飛

37 3129051 金子 仁 狛江インドアATPジュニアチーム 金子 仁 60

38 3129761 高柳 悠和 TAI Tennis School 62 石橋 統真

39 3421595 長野 龍之介 Fテニス 石橋 統真 62

40 3215562 石橋 統真 Val 64 那須 悠飛

41 3129492 鹿内 遥介 TENNIS SUNRISE 鹿内 遥介 60

42 3216062 宍戸 稜侑 7CC 63 鹿内 遥介

43 bye 金児 隼人 61

44 3422314 金児 隼人 シードテニスクラブ    片岡 宏治

45 3129639 中山 湧喜 TAI Tennis School 坂口 蒼 63

46 3129662 坂口 蒼 コートピア大泉テニスクラブ 61 片岡 宏治

47 bye 片岡 宏治 60

48 3129356 片岡 宏治 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    

49 3129117 佐藤 琉星 南町田インターナショナルテニスカレッジ 佐藤 琉星    

50 bye    佐藤 琉星

51 3129018 諸星 佳樹 フェアリーテニススクール 岡崎 大河 61

52 3129463 岡崎 大河 VIP Tennis Academy 63 佐藤 琉星

53 3129261 山下 大地 ひろせテニススクール 山下 大地 76(1)

54 3421987 木村 莉仁 さくら野火止テニスアカデミー 75 犬井 輝

55 4000478 犬井 輝 T＆S新発田ITS 犬井 輝 61

56 3129520 鈴木 頌啓 チームZIP 64 佐藤 琉星

57 3421580 石丸 咲哉 グリーンテニスプラザ 石丸 咲哉 61

58 3129836 細井 大樹 桜田テニスカレッジ 61 石丸 咲哉

59 bye 奈良 駿咲 61

60 3421823 奈良 駿咲 Fテニス    石丸 咲哉

61 3129794 上田 壮一郎 パワーテニスパーク 上田 壮一郎 62

62 3314743 相原 悠之介 志津テニスクラブ WO 吉田 櫂

63 bye 吉田 櫂 60

64 3129395 吉田 櫂 TAI Tennis School    

Q

Q

Q

Q



第21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 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 3421575 林 駿汰郎 三芳ジュニアテニスアカデミー 林 駿汰郎

66 bye    林 駿汰郎

67 3215960 菅家 颯起 トムテニスプランニング 山崎 夢翔 63

68 3421573 山崎 夢翔 テニスクラブNASこしがや WO 林 駿汰郎

69 3129575 安藤 竜之介 VIP TENNIS ACADEMY 児島 湊 62

70 3129546 児島 湊 ビッグＫ 61 田鶴 真大

71 3129380 池亀 利旺 TENNIS SUNRISE 田鶴 真大 61

72 3803801 田鶴 真大 リバーテニススクール 62 林 駿汰郎

73 3421524 小泉 斗空輝 みんなのテニス 小泉 斗空輝 WO

74 3421975 室園 和真 ＳＹＴ月見野テニススクール 60 小泉 斗空輝

75 bye 石川 瑠生 60

76 3129627 石川 瑠生 櫻田テニスカレッジ    小泉 斗空輝

77 3314554 大木 日向汰 志津テニスクラブ 永田 圭 63

78 3421880 永田 圭 Fテニス 62 永田 圭

79 bye 原口 善宣 60

80 3422245 原口 善宣 グリーンテニスプラザ    

81 3129140 山田 柊惺 Vipテニスアカデミー 山田 柊惺    

82 bye    遠藤 悠翔

83 3129359 遠藤 悠翔 京王赤城アカデミー 遠藤 悠翔 62

84 3129735 宮崎 雄聖 CSAT 60 遠藤 悠翔

85 3129410 江頭 俊 自由ガ丘インターナショナルカレッジ 江頭 俊 76(2)

86 3421972 田中 慶 Fテニス 63 佐竹 徹哉

87 3314352 佐竹 徹哉 アートヒルテニスクラブ 佐竹 徹哉 63

88 3129808 増山 琉斗 ビックＫひまわり 62 遠藤 悠翔

89 3421486 倉部 和馬 埼玉県テニス協会 小島 翔太 75

90 3422284 小島 翔太 さくら野火止テニスアカデミー 61 佐野 慧

91 bye 佐野 慧 61

92 3129599 佐野 慧 MTSテニスアリーナ三鷹    佐野 慧

93 3129556 新井 輝一郎 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 新井 輝一郎 64

94 3421911 滝口 哉人 Fテニス 63 川砂 恵悟

95 bye 川砂 恵悟 60

96 3314386 川砂 恵悟 志津テニスクラブ    

97 3129188 鷲巣 廉平 VIP TENNIS ACADEMY 鷲巣 廉平

98 bye    鷲巣 廉平

99 3129611 天野 陽希 TAI Tennis School 岡田 陽琉 60

100 3129449 岡田 陽琉 JITC 61 鷲巣 廉平

101 3129807 齋木 アントワン TAI tennis school 齋木 アントワン 64

102 3421958 南 瑛伍 Fテニス 62 齋木 アントワン

103 3421983 石橋 陽翔 SYT月見野テニススクール 當仲 凛己 62

104 3216016 當仲 凛己 S.ONE ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 64 ユリツァ 志門

105 3421973 山口 慧也 さくら野火止テニスアカデミー 林 倖哉 62

106 3129336 林 倖哉 成城ジュニアテニスアカデミー 61 林 倖哉

107 bye 清水 雅弘 WO

108 3129592 清水 雅弘 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    ユリツァ 志門

109 3421886 原島 充輝 三芳ジュニアテニスアカデミー 原島 充輝 60

110 4000477 森 堪多 T&S新発田ITS 63 ユリツァ 志門

111 bye ユリツァ 志門 60

112 3129194 ユリツァ 志門 コートピア大泉テニスクラブ    

113 3604756 佐々木 悠太 Fun to Tennis 佐々木 悠太    

114 bye    佐々木 悠太

115 3421857 稲葉 亮太 与野テニスクラブ 中嶋 俊英 62

116 3421411 中嶋 俊英 Fテニス 61 佐々木 悠太

117 3604966 切替 寛喜 KCJテニスアカデミー 切替 寛喜 62

118 bye    小木 龍輝

119 3421587 岩井 勇樹 テニスクラブNASこしがや 小木 龍輝 62

120 3216033 小木 龍輝 ダンロップテニススクール根岸 62 吉田 翔

121 3421859 笠間 大馳 与野テニスクラブ 山本 慶太郎 62

122 3128852 山本 慶太郎 三菱養和テニススクール 63 山本 慶太郎

123 bye 早坂 真人 61

124 3129476 早坂 真人 Team310V    吉田 翔

125 3604937 伏見 一輝 Fun toTennis 伏見 一輝 60

126 3129547 牛田 英志 TAI Tennis School 62 吉田 翔

127 bye 吉田 翔 62

128 3421509 吉田 翔 レイムテニスセンター    

Q

Q

Q

Q



第21回 三芳グランド　冬のジュニアコンペティション

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 予選決勝

1 3461096 堀 小春 戸田市スポーツセンター 堀 小春

11月30日付けランキング使用

2 bye

   

矢野 一杏

3 3652703 斎藤 涼乃 Fun to Tennis 矢野 一杏

Not Played

4 3166215 矢野 一杏 ビッグk ひまわりテニスクラブ

60

5 3166378 小杉 梨緒 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 小杉 梨緒

   

6 bye

   

嶋田 みか

7 3652702 小菅 優奈 fun to tennis 嶋田 みか

60

8 3166284 嶋田 みか 狛江インドアジュニアATPチーム

60

9 3461472 山本 香織 三芳ジュニアテニスアカデミー 山本 香織

   

10 bye

   

山本 香織

11 3461797 岡部 桃華 さくら野火止テニスアカデミー 岡部 桃華

64

12 3166377 目黒 愛子 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ

62

13 3166074 トウンカラー サジヨ 昭和の森JTS トウンカラー サジヨ

   

14 bye

   

トウンカラー サジヨ

15 3461788 大森 葉月 西武ドームテニスコート 大川 なつき

63

16 3461665 大川 なつき Fテニス

61

17 3362351 八木沼 なゆ ＳＯＬ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｃｏｌｌｅｇｅ 八木沼 なゆ

18 bye

   

八木沼 なゆ

19 3166479 佐々木 まり VIP TENNIS ACADEMY 嶋田 まや

76(11)

20 3166283 嶋田 まや 狛江インドアジュニアATPチーム

61

21 3461307 福田 美亜 プログレソ・インドアスポーツ 福田 美亜

   

22 bye

   

福田 美亜

23 3166430 大草 結夢 コートピア大泉テニスクラブ 田島 侑奈

60

24 3461519 田島 侑奈 与野テニス

63

25 3166413 佐々木 心詩 毎日庭球日 佐々木 心詩

   

26 bye

   

佐々木 心詩

27 3461798 園田 美月 浦和パークテニスクラブ 園田 美月

64

28 3166181 江原 京香 毎日庭球日

WO

29 3166305 尾崎 若菜 ウイニングショット 尾崎 若菜

   

30 3166473 稲本 このか 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ

62

大西 花奈

31 3166494 大西 花奈 VIP Tennis Academy 大西 花奈

63

32 3461781 日下部 光優 西武ドームテニスコート

63

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

本戦へ繰上り



第21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 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 予選決勝

1 3128803 齊藤 天真 昭和の森JTS 齊藤 天真 11月30日付けランキング使用
2 bye    田辺 志優也

3 3129613 根本 隆聖 東京都テニス協会 田辺 志優也 WO

4 3421122 田辺 志優也 石井真テニスアカデミー 62 田辺 志優也

5 3314732 結城 颯大 VOTA 結城 颯大 63

6 bye    鈴木 遙

7 bye 鈴木 遙 60

8 3507180 鈴木 遙 ＭＡＴＴennis academy    田辺 志優也

9 3128746 阪口 信太郎 フェアリーテニスフォーラム 阪口 信太郎 63

10 bye    星野 希歩

11 bye 星野 希歩 75

12 3421837 星野 希歩 H.Y.S    星野 希歩

13 3129076 荒地 奨 トータルテニスアカデミー 荒地 奨 WO

14 bye    荒地 奨

15 bye 三田 佑太郎 WO

16 3128438 三田 佑太郎 緑ヶ丘テニスガーデン    

17 3421429 長崎 巧真 チサンテニスクラブ岡部 長崎 巧真    

18 bye    長崎 巧真

19 bye 峰岸 隼人 60

20 3314305 峰岸 隼人 ニッケコルトンテニスガーデン    長崎 巧真

21 3129183 山田 晶之介 桜田倶楽部 山田 晶之介 60

22 bye    古畑 伊織

23 bye 古畑 伊織 60

24 3129897 古畑 伊織 BIG BOX 東大和テニス    長崎 巧真

25 3421974 小林 怜央 ALWAYS  TENNIS  SCHOOL 小林 怜央 WO

26 bye    Not Played

27 bye 河合 泰吾    

28 3129204 河合 泰吾 高井戸ダイヤモンド    山崎 充剛

29 3420552 山崎 充剛 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 山崎 充剛 WO

30 bye    山崎 充剛

31 bye 松尾 歩武 WO

32 3215293 松尾 歩武 パームインターナショナルテニスアカデミー    

33 3420444 小野寺 陸 H.Y.S 小野寺 陸

34 bye    小野寺 陸

35 bye 大川 陽樹 61

36 3420997 大川 陽樹 Fテニス    中村 遼太郎

37 3421516 中村 遼太郎 S.I.T.A 中村 遼太郎 62

38 bye    中村 遼太郎

39 bye 和田 隼 61

40 3604935 和田 隼 Fun to Tennis    林 蓮汰郎

41 3421860 加地 由幸 S.I.T.A 加地 由幸 60

42 bye    岡本 翼

43 bye 岡本 翼 63

44 3421572 岡本 翼 アクロステニスアカデミー    林 蓮汰郎

45 3129165 田所 秀郷 昭和の森ジュニアテニススクール 田所 秀郷 61

46 bye    林 蓮汰郎

47 bye 林 蓮汰郎 60

48 3421003 林 蓮汰郎 三芳ジュニアテニスアカデミー    

49 3127717 安杖 龍世 J.STAP 安杖 龍世    

50 bye    金川 桂斗

51 bye 金川 桂斗 76(3)

52 3129218 金川 桂斗 VIP TENNIS ACADEMY    岩本 圭音

53 3216209 岩本 圭音 サレジオ学院中学校 岩本 圭音 75

54 bye    岩本 圭音

55 bye 田村 楓 WO

56 3128647 田村 楓 VIP TENNIS ACADEMY    田中 亮

57 3420844 小野澤 悠 グローバルプロテニスアカデミ― 小野澤 悠 60

58 bye    小野澤 悠

59 bye 井上 怜 61

60 3215696 井上 怜 葉山テニスクラブ    田中 亮

61 3421971 田中 亮 Fテニス 田中 亮 62

62 bye    田中 亮

63 bye 池田 遥琥 62

64 3421770 池田 遥琥 三芳ジュニアテニスアカデミー    

Q

Q

Q

Q



第21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 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R 予選決勝

65 3421078 岡部 温人 SEED.TC 岡部 温人

66 bye    岡部 温人

67 bye 山田 隼太郎 60

68 3129015 山田 隼太郎 たちかわJTA    岡部 温人

69 3506783 栗原 佳汰 ルアンテニスクラブ 栗原 佳汰 60

70 bye    萩原 大智

71 bye 萩原 大智 62

72 3506909 萩原 大智 スプレッドテニスクルー    岡部 温人

73 3314767 飯塚 裕大 ケンズテニスパーク海浜幕張 飯塚 裕大 60

74 bye    飯塚 裕大

75 bye 田中 龍之介 WO

76 3506802 田中 龍之介 上野山テニススクール    塚田 レイ

77 3129505 河崎 颯汰 チームZIP 河崎 颯汰 64

78 bye    塚田 レイ

79 bye 塚田 レイ WO

80 3421464 塚田 レイ ALWAYS TENNIS SCHOOL    

81 3314218 胡桃 正登 Sol Tennis College 胡桃 正登    

82 bye    胡桃 正登

83 bye 富塚 陽大 WO

84 3129774 富塚 陽大 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS    胡桃 正登

85 3129108 堂元 瑛貴 TAI Tennis School 堂元 瑛貴 75

86 bye    堂元 瑛貴

87 bye 須賀 奏太 WO

88 3421874 須賀 奏太 アクロステニスアカデミー    胡桃 正登

89 3604808 木瀬 柊真 CSJ 木瀬 柊真 WO

90 bye    

91 bye 山口 直人 Not Played

92 3421246 山口 直人 グリーンテニスプラザ    

93 3314409 瀧尾 一真 SOL Tennis College 瀧尾 一真 Not Played

94 bye    

95 bye 佐藤 清空 Not Played

96 3128949 佐藤 清空 高井戸ダイヤモンド・テニススクール    

97 3314197 白石 海都 志津テニスクラブ 白石 海都

98 bye    Not Played

99 bye 小山 瑠唯    

100 3422235 小山 瑠唯 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ    中林 莉桜

101 3421469 二田 響介 Fテニス 二田 響介 WO

102 bye    中林 莉桜

103 bye 中林 莉桜 63

104 3507300 中林 莉桜 高崎テニスクラブ    中林 莉桜

105 3419578 堀 奏太 戸田市スポーツセンター 堀 奏太 60

106 bye    浅見 遙人

107 bye 浅見 遙人 63

108 3129769 浅見 遙人 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    浅見 遙人

109 3507126 青沼 來央 館林ジュニアテニスクラブ 青沼 來央 64

110 bye    水村 陽

111 bye 水村 陽 63

112 3421956 水村 陽 テニスゼロ浦和    

113 3314228 荒木 絢斗 メディカルＴＣ 荒木 絢斗    

114 bye    荒木 絢斗

115 bye 青木 嘉偉 62

116 3314432 青木 嘉偉 アイワテニス    荒木 絢斗

117 3127404 竹中 匠 東京都テニス協会 竹中 匠 62

118 bye    竹中 匠

119 bye 松岡 諒 60

120 3420459 松岡 諒 フォレストテニスクラブ    荒木 絢斗

121 3128242 柄澤 宏紀 Norikazu Sport Academy 柄澤 宏紀 64

122 bye    辻 良希

123 bye 辻 良希 62

124 3128810 辻 良希 日本大学第三中学校    尊馬 一偉

125 3507337 春山 葵 ミナミグリーンテニスクラブ 春山 葵 61

126 bye    尊馬 一偉

127 bye 尊馬 一偉 60

128 3507120 尊馬 一偉 高崎テニスクラブ    

Q

Q

Q

Q



第21回 三芳グランド　冬のジュニアコンペティション

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 3362220 竹内 琉璃 K-TENNIS TRAINING 竹内 琉璃

11月30日付けランキング使用

2 bye

   

芳川 紗樹

3 3461473 結城 桜彩 西武ドームテニスコート 芳川 紗樹

Not Played

4 3461095 芳川 紗樹 浦和パークテニスクラブ

60

5 3461633 高谷 心結 Novice Tennis team 高谷 心結

   

6 bye

   

高谷 心結

7 3652654 石井 遙 FUN TO TENNIS 石井 遙

76(7)

8 3166308 和田 衣千華 三菱養和テニススクール

62

9 3461493 井原 朱里 テニスハウスfun 井原 朱里

   

10 bye

   

佐藤 佳奈

11 3461796 佐藤 佳奈 テニスクラブNASこしがや 佐藤 佳奈

75

12 3461686 井上 心結 リトルプリンステニスクラブ

75

13 3461078 日向 美優 フォレストテニスクラブ 日向 美優

   

14 bye

   

日向 美優

15 3461623 矢部 珠羽 東松山ジュニアテニスクラブ 矢部 珠羽

63

16 3461531 荻原 雫 みんなのテニス

62

17 3461536 高田 奈々 リトルプリンステニスクラブ 高田 奈々

18 bye

   

三吉 未優

19 4050355 三吉 未優 Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ 三吉 未優

63

20 3166392 佐々木 萌花 JITC

61

21 3258754 目代 美咲 神奈川県テニス協会 目代 美咲

   

22 bye

   

目代 美咲

23 3362358 三橋 柑愛 サムライテニス 三橋 柑愛

63

24 3166445 牟田口 千賀 ウッドACTT

61

25 3461541 伊藤 結衣 チサンテニスクラブ岡部 伊藤 結衣

   

26 bye

   

伊藤 結衣

27 3362375 佐野 光咲 サムライテニス 佐野 光咲

61

28 3461301 千葉 こころ チサンテニスクラブ岡部

64

29 3362296 中村 希 KION南市川 中村 希

   

30 bye

   

中村 希

31 bye 仙波 瑚希未

60

32 3461470 仙波 瑚希未 フォレストテニスクラブ

   

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

本戦繰上り



第21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 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 3215720 當仲 優樹 S.ONE ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 當仲 優樹 11月30日付けランキング使用
2 bye    高見 峻司

3 3422194 新川 朝日 S.I.T.A 高見 峻司 WO

4 3421158 高見 峻司 立教新座中学校 WO 岩崎 恭介

5 3128256 岩崎 恭介 昭和の森ジュニアテニススクール 岩崎 恭介 60

6 bye    岩崎 恭介

7 bye 小堀 裕太 61

8 3314476 小堀 裕太 A-one    横山 雄紀

9 3420842 横山 雄紀 TC大井ファミリー 横山 雄紀 63

10 3129812 高橋 陽生 東京学芸大学附属国際中学校 WO 横山 雄紀

11 bye グランビル 望亜 61

12 3128000 グランビル 望亜 金町インドアテニススクール    横山 雄紀

13 3129835 米倉 士門 成城テニス アカデミー 宇喜多 浩平 60

14 3421294 宇喜多 浩平 立教新座中学校 61 宇喜多 浩平

15 bye 荻上 悠雅 WO

16 3420887 荻上 悠雅 さくら野火止テニスアカデミー    

17 3313643 上田 海斗 オールサムズ 上田 海斗    

18 bye    上田 海斗

19 3129053 山口 陽大 Team 310V 山口 陽大 62

20 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 上田 海斗

21 3129331 山本 健太 武蔵野ドームTS 山本 健太 62

22 bye    山本 健太

23 bye 押田 雅也 WO

24 3420864 押田 雅也 TC大井ファミリー    上田 海斗

25 3421095 井本 海翔 アクロステニスアカデミー 井本 海翔 61

26 3422032 榎本 拓真 アクロス 62 宋 智毅

27 bye 宋 智毅 60

28 3314459 宋 智毅 レッツインドア新浦安    狩野 快晴

29 3419963 皆川 優 TC大井ファミリー 明間 洸太 75

30 3129676 明間 洸太 高島第二中学校 WO 狩野 快晴

31 bye 狩野 快晴 64

32 3129397 狩野 快晴 第三砂町中学校    

33 3420856 丸谷 圭介 グローバルプロテニスアカデミー 丸谷 圭介

34 bye    金子 樹

35 3314188 尾上 武蔵 あじさいMTCアカデミー 金子 樹 WO

36 3127031 金子 樹 ウェルラケットクラブ 61 金子 樹

37 3128121 山口 海翔 コートピア大泉テニスクラブ 山口 海翔 61

38 bye    山口 海翔

39 bye 中野 陽太 WO

40 3215992 中野 陽太 クリエイトテニスアカデミー    金子 樹

41 3314468 高野 隼征 A-ONE 高野 隼征 61

42 3506582 徳増 尚哉 エリステニスクラブ 60 高野 隼征

43 bye 平川 翔大 62

44 3420485 平川 翔大 春日部共栄中学校    高野 隼征

45 3421866 和田 一輝 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 和田 一輝 63

46 3314531 福崎 健留 麗澤中学校 62 和田 一輝

47 bye 佐藤 壮 76(3)

48 3418585 佐藤 壮 戸田市スポーツセンター    

49 3420359 加藤 遼 城北埼玉中学 加藤 遼    

50 bye    加藤 遼

51 3421145 髙橋 学 Fテニス 髙橋 学 62

52 3419958 増喜 海斗 与野テニスクラブ 61 加藤 遼

53 3421250 逸見 唯斗 Fテニス 逸見 唯斗 61

54 bye    長野 飛和

55 bye 長野 飛和 63

56 3421909 長野 飛和 さくら野火止テニスアカデミー    加藤 遼

57 3421027 山中 達矢 TC大井ファミリー 山中 達矢 64

58 3215887 山﨑 凌輔 サレジオ学院中学校 60 吉川 和秀

59 bye 吉川 和秀 63

60 3604744 吉川 和秀 テニスポート波崎    吉川 和秀

61 3421462 野地 慎平 TC大井ファミリー 根本 圭柊 62

62 3421001 根本 圭柊 グリーンテニスプラザ WO 根本 圭柊

63 bye 池本 叶羽 WO

64 3421552 池本 叶羽 ブリヂストンテニスハウス新所沢    

Q

Q

Q

Q



第21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 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

65 3127784 柳 志佳 TEAM YONEZAWA 柳 志佳

66 bye    石川 アモール

67 3422298 石川 アモール 城西川越中学校 石川 アモール WO

68 3421592 辻岡 大河 SYT月見野テニススクール 64 野武 優希

69 3215018 小出 陽大 サレジオ学院中学校 小出 陽大 61

70 bye    野武 優希

71 bye 野武 優希 WO

72 3604759 野武 優希 Fun to Tennis    佐々木 壮太

73 3604569 川村 日冴 Fun to Tennis 川村 日冴 63

74 3605024 安川 浩生 エーステニスアカデミー 63 川村 日冴

75 bye 高橋 幸平 63

76 3314420 高橋 幸平 ロイヤルSCテニスクラブ    佐々木 壮太

77 3129138 矢野 遥士 ひまわりテニスクラブ 佐々木 壮太 64

78 3604739 佐々木 壮太 Fun to Tennis 61 佐々木 壮太

79 bye 吉岡 秀 WO

80 3126978 吉岡 秀 三菱養和TS    

81 3420401 藤本 陸来 三芳ジュニアテニスアカデミー 藤本 陸来    

82 bye    藤本 陸来

83 3127639 丸山 航正 緑ヶ丘テニスガーデン 丸山 航正 63

84 3313866 伊藤 朝樹 楠クラブ WO 藤本 陸来

85 3420449 但木 颯 Ｆテニス 但木 颯 61

86 bye    但木 颯

87 bye 長野 翔悟 62

88 3421908 長野 翔悟 さくら野火止テニスアカデミー    藤本 陸来

89 3129468 櫻井 洸平 成城ジュニアテニスアカデミー 櫻井 洸平 WO

90 3421388 忽滑谷 駿介 三芳ジュニアテニスアカデミー 64 櫻井 洸平

91 bye 柿崎 翔太 60

92 3421321 柿崎 翔太 ALWAYS TENNIS SCHOOL    熊倉 直仁

93 3421556 渡部 竜生 グローバルプロテニスアカデミー 神戸 凌 63

94 3421033 神戸 凌 リトルプリンス 64 熊倉 直仁

95 bye 熊倉 直仁 62

96 3313640 熊倉 直仁 吉田記念テニス研修センター    

97 3129021 田嶋 祥吾 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 田嶋 祥吾

98 bye    小林 翔大

99 3129896 小林 翔大 コートピア大泉テニスクラブ 小林 翔大 61

100 3128400 ドストレー レオ ビッグK WO 小林 翔大

101 3128174 三浦 大樹 フェアリーテニスフォーラム 三浦 大樹 WO

102 bye    

103 bye 古川 結太 Not Played

104 3421558 古川 結太 西武ドームテニスコート    小林 翔大

105 3129713 伊藤 光玖 高松ローンテニスクラブ 志摩 大輔 64

106 3421457 志摩 大輔 TC大井ファミリー 60 志摩 大輔

107 bye 松本 忠邦 60

108 3421363 松本 忠邦 グローバルプロテニスアカデミー    加藤 一磨

109 3127402 加藤 一磨 コートピア大泉テニスクラブ 加藤 一磨 64

110 3421018 束田 遼羽 F　テニス 61 加藤 一磨

111 bye 勝村 友翔 64

112 3803700 勝村 友翔 サトウGTC    

113 3420083 遠藤 公宜 西武ドームテニスコート 遠藤 公宜    

114 bye    遠藤 公宜

115 3506701 楠本 竜也 高崎テニスクラブ 片山 真吾 60

116 3313610 片山 真吾 楠クラブ 62 遠藤 公宜

117 3129706 牟田口 桔平 ウッドACTT 牟田口 桔平 62

118 bye    牟田口 桔平

119 bye 原 俊晴 WO

120 3215358 原 俊晴 YSC 　    堀切 景介

121 3421007 宇佐見 葉紅 ALWAYS TENNIS SCHOOL 宇佐見 葉紅 62

122 bye    宇佐見 葉紅

123 bye 秋吉 優作 61

124 3129102 秋吉 優作 桜田テニスカレッジ    堀切 景介

125 3214957 福田 翔馬 聖光学院中学校 堀切 景介 62

126 4000445 堀切 景介 柏崎JTS 62 堀切 景介

127 bye 但馬 秀梧 63

128 3421477 但馬 秀梧 Fテニス    

Q

Q

Q

Q



第21回 三芳グランド　冬のジュニアコンペティション

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 3165576 今井 もも Team310V 今井 もも

11月30日付けランキング使用

2 bye

   

野中 麻衣

3 3362392 大島 悠以奈 フミヤエース市川テニスアカデミー 野中 麻衣

62

4 3258690 野中 麻衣 コナミスポーツクラブ海老名

WO

5 3258527 小野 芽衣美 杉田ゴルフ場テニスコート 小野 芽衣美

   

6 bye

   

小野 芽衣美

7 bye 青木 暁

60

8 3166213 青木 暁 BIG BOX東大和テニス

   

9 3461383 前田 桃佳 大熊テニスクラブ 前田 桃佳

   

10 bye

   

前田 桃佳

11 bye 三好 春瑠

60

12 3165747 三好 春瑠 東宝調布テニスクラブ

   

13 3166045 河野 文音 ひろせテニススクール 河野 文音

   

14 bye

   

河野 文音

15 bye 清水 弥生

60

16 3166249 清水 弥生 武蔵野ドームテニススクール

   

17 3461337 江原 来桃 吉見ジュニアTC 江原 来桃

18 bye

   

江原 来桃

19 bye 深瀬 涼子

WO

20 3166211 深瀬 涼子 TAI Tennis School

   

21 3165791 大橋 美音 かえつ有明中学校 大橋 美音

   

22 bye

   

麻生 花

23 bye 麻生 花

75

24 3166482 麻生 花 ユニバーサルテニススクール南大沢

   

25 3166267 南 星奈 武蔵野テニスシティー 南 星奈

   

26 bye

   

前田 彩花

27 bye 前田 彩花

WO

28 3461632 前田 彩花 レイムテニスセンター

   

29 3852972 沖田 海璃 OTSC 沖田 海璃

   

30 bye

   

沖田 海璃

31 bye 栗原 未知

WO

32 3166354 栗原 未知 チームZIP

   

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q



第21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 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 3505717 芝崎 竜馬 MAT Tennis Academy 芝崎 竜馬 11月30日付けランキング使用
2 bye    芝崎 竜馬

3 3129800 渡邉 颯太郎 八王子テニスアカデミー 菅野 雄太 60

4 3128713 菅野 雄太 日本大学第三高等学校 60 芝崎 竜馬

5 3127399 増倉 祥寛 京王赤城アカデミー 増倉 祥寛 64

6 bye    竹内 厚誠

7 bye 竹内 厚誠 75

8 3421598 竹内 厚誠 立教新座高校    芝崎 竜馬

9 3127488 西 健吾 都立西高校 西 健吾 61

10 bye    星 爽流

11 bye 星 爽流 62

12 3420924 星 爽流 浦和麗明高校    小野寺 智也

13 3129206 中園 智也 都立西高等学校 中園 智也 62

14 bye    小野寺 智也

15 bye 小野寺 智也 60

16 3505784 小野寺 智也 ミナミグリーンテニスクラブ    

17 3420488 清水 幸樹 SYT月見野テニススクール 清水 幸樹    

18 bye    手塚 皓之

19 3214840 吉清 真夢 サレジオ学院高等学校 手塚 皓之 62

20 3128241 手塚 皓之 T.T LBRL 64 手塚 皓之

21 3420338 門野 美希 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 門野 美希 60

22 bye    石井 昴

23 bye 石井 昴 75

24 3127310 石井 昴 Team310V    弘田 将也

25 3215846 林 宏志朗 松原テニスクラブ横浜 林 宏志朗 61

26 bye    平井 大貴

27 bye 平井 大貴 64

28 3420605 平井 大貴 秀明英光高等学校    弘田 将也

29 3421847 米元 城 グリーンテニスプラザ 米元 城 61

30 bye    弘田 将也

31 bye 弘田 将也 WO

32 3314166 弘田 将也 フミヤエース市川テニスアカデミー    

33 3419482 京谷 仁 浦和パークテニスクラブ 京谷 仁

34 bye    京谷 仁

35 3422305 松添 風磨 東京農業大学第三高等学校 松村 元晴 62

36 3421540 松村 元晴 城北埼玉高校 64 京谷 仁

37 3128749 小林 優 Tennis-Peak 小林 優 60

38 bye    小林 優

39 bye 吉野 滉倖 61

40 3422310 吉野 滉倖 テニスゼロ浦和    佐々木 優太

41 3129258 猪瀬 俊 日本大学第三高等学校 猪瀬 俊 63

42 bye    佐々木 優太

43 bye 佐々木 優太 62

44 3419102 佐々木 優太 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ    佐々木 優太

45 3421480 八木 響 S.I.T.A 八木 響 62

46 bye    八木 響

47 bye 毛利 優太 64

48 3128366 毛利 優太 コートピア大泉テニスクラブ    

49 3214238 尾崎 玲音 YC&AC Junior Tennis Academy 尾崎 玲音    

50 bye    村松 海斗

51 3418576 米原 善太 川越東高校 村松 海斗 WO

52 3420060 村松 海斗 与野テニスクラブ WO 村松 海斗

53 3127880 鈴木 朝陽 たちかわＪＴＡ 鈴木 朝陽 63

54 bye    岡本 涼

55 bye 岡本 涼 62

56 3128976 岡本 涼 成城ジュニアテニスアカデミー    村松 海斗

57 3314805 峰岸 勇気 ニッケコルトンテニスガーデン 峰岸 勇気 60

58 bye    大島 巨幹

59 bye 大島 巨幹 61

60 3127112 大島 巨幹 ひまわりテニス    吉田 憂稀

61 3703891 吉田 憂稀 ISHII TENNIS ACADEMY 吉田 憂稀 61

62 bye    吉田 憂稀

63 bye 三谷 将就 WO

64 3213926 三谷 将就 テニスカレッジ　やよい台    

Q

Q

Q

Q



第21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 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

65 3312943 尾上 朝陽 あじさいMTCアカデミー 尾上 朝陽

66 bye    尾上 朝陽

67 3313247 齋田 勝利 吉田記念テニス研修センター 齋田 勝利 61

68 3419716 望月 陽仁 S.I.T.A WO 時澤 慶伍

69 3129701 時澤 慶伍 松が谷高校 時澤 慶伍 63

70 bye    時澤 慶伍

71 bye 倉澤 健斗 64

72 3128864 倉澤 健斗 阪急大井テニス＆ゴルフスクール    時澤 慶伍

73 3129100 熊巳 大斗 TAI Tennis School 熊巳 大斗 64

74 bye    熊巳 大斗

75 bye 片岡 虹人 WO

76 3128953 片岡 虹人 日本大学第三高等学校    栗川 颯太

77 3422316 岩元 貴輝 ブリヂストンテニスハウス新所沢 岩元 貴輝 64

78 bye    栗川 颯太

79 bye 栗川 颯太 61

80 3215267 栗川 颯太 ケンウッドテニスクラブ    

81 3215823 藤岡 源 YC&AC Junior Tennis Academy 藤岡 源    

82 bye    中沢 将大

83 3127438 北原 広太郎 ビッグK 中沢 将大 63

84 3419616 中沢 将大 立教新座高校 63 佐藤 史弥

85 3127561 佐藤 史弥 JITC 佐藤 史弥 64

86 bye    佐藤 史弥

87 bye 北谷 圭人 61

88 3128888 北谷 圭人 成城ジュニアテニスアカデミー    高橋 完太

89 3313880 壁田 悠真 アポロコーストテニスクラブ 壁田 悠真 61

90 bye    高橋 完太

91 bye 高橋 完太 62

92 3126135 高橋 完太 パワーテニスパーク    高橋 完太

93 3129626 鷺阪 空 パワーテニスパーク 鷺阪 空 60

94 bye    黒神 尚希

95 bye 黒神 尚希 60

96 3506772 黒神 尚希 高崎テニスクラブ    

97 3419073 辻 優輝 SYT月見野テニススクール 辻 優輝

98 bye    地主 直輝

99 3313550 三好 優人 殿山テニスガーデン 地主 直輝 61

100 3127539 地主 直輝 ユニバーサルテニススクール南大沢 61 地主 直輝

101 3127021 波多 健児 東京成徳大学高校 波多 健児 60

102 bye    阿部 光流

103 bye 阿部 光流 WO

104 3129689 阿部 光流 京王赤城アカデミー    地主 直輝

105 3215832 木下 颯太 リビエラ逗子マリーナテニススクール 木下 颯太 60

106 bye    駒井 晴人

107 bye 駒井 晴人 64

108 3420955 駒井 晴人 リトルプリンステニスクラブ    右川 玲央

109 3215370 髙島 洸希 泉が丘中学校 島田 泰成 60

110 3216285 島田 泰成 あざみ野ローンテニスチーム 60 右川 玲央

111 bye 右川 玲央 60

112 3418550 右川 玲央 浦和麗明高校    

113 3125980 小林 龍之介 有明ジュニアテニスアカデミー 小林 龍之介    

114 bye    小林 龍之介

115 3418556 浅海 東吾 三芳ジュニアテニスアカデミー 石黒 太一 61

116 3420911 石黒 太一 秀明英光高等学校 WO 田村 朗

117 3421082 山田 智希 ブリジストンテニスハウス浦和 山田 智希 60

118 bye    田村 朗

119 bye 田村 朗 60

120 3127377 田村 朗 ユニバーサルテニススクール南大沢    竹内 来維

121 3421515 高原 凜 昌平高校 高原 凜 76(6)

122 bye    志岐 捷馬

123 bye 志岐 捷馬 61

124 3129573 志岐 捷馬 立正高等学校    竹内 来維

125 3126515 伊原 顕 京王赤城アカデミー 伊原 顕 64

126 3422136 湯田 翔哉 昌平高校 76(3) 竹内 来維

127 bye 竹内 来維 61

128 3419927 竹内 来維 浦和学院高校    

Q

Q

Q

Q



第21回 三芳グランド　冬のジュニアコンペティション

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 2R 予選決勝

1 3460598 仁科 華梨 S.I.T.A 仁科 華梨 11月30日付けランキング使用
2 bye    仁科 華梨

3 3461688 海山 日那 川口北高校 渋谷 仁奈 63

4 3165482 渋谷 仁奈 デ・ポーム調布TS 62 仁科 華梨

5 3166158 榎本 花菜 東宝調布テニスクラブ 榎本 花菜 64

6 bye    榎本 花菜

7 bye 大村 千乃 62

8 3165014 大村 千乃 日大二高    

9 3460939 水村 藍 SYT月見野テニススクール 水村 藍    

10 bye    水村 藍

11 3166500 赤浦 彩絵 自由ヶ丘インターナショナルテニスカレッジ 赤浦 彩絵 62

12 3258675 角田 莉子 森下インターナショナルテニスアカデミー 63 平井 遥

13 3553763 長﨑 京那 一筆テニスクラブ 長﨑 京那 76(3)

14 bye    平井 遥

15 bye 平井 遥 60

16 3258188 平井 遥 ファーイーストJr.TA    

17 3461194 武井 彩菜 栄東高校 武井 彩菜    

18 bye    武井 彩菜

19 3461558 錦 杏奈 川口北高校 青木 悠里 75

20 3166340 青木 悠里 日大三中 62 平川 涼子

21 3165577 市川 桃子 Team310V 市川 桃子 60

22 bye    平川 涼子

23 bye 平川 涼子 64

24 3257941 平川 涼子 桐蔭学園高校    

25 3460194 村上 遥香 川口北高等学校 村上 遥香    

26 bye    中田 香珠羽

27 3165685 トウンカラー アイシヤトウ 昭和の森JTS 中田 香珠羽 61

28 3461273 中田 香珠羽 TC大井ファミリー 63 藤縄 夏海

29 3165755 黒木 思歩 高井戸ダイヤモンドフミヤTS 黒木 思歩 64

30 bye    藤縄 夏海

31 bye 藤縄 夏海 64

32 3165942 藤縄 夏海 東宝調布テニスクラブ    

33 3258238 平 奈央 パームインターナショナルテニスアカデミー 平 奈央

34 bye    田巻 藍

35 3461533 坂本 陽菜 石井真テニスアカデミー 田巻 藍 61

36 3165612 田巻 藍 狛江インドアジュニアATPチーム 61 田巻 藍

37 3128664 原 千晴 Norikazu sports academy 原 千晴 62

38 bye    内山 実季

39 bye 内山 実季 WO

40 3258328 内山 実季 霧が丘テニスクラブ    

41 3257864 大江 由乃 Team YUKA 大江 由乃    

42 bye    大江 由乃

43 3460690 中島 萌心 プラスαテニスカレッジ 中島 萌心 61

44 3258874 川島 瑠姫 東海大学付属相模高校 76(6) 深見 南月

45 3166353 滝沢 双葉 TENNIS SUNRISE 滝沢 双葉 60

46 bye    深見 南月

47 bye 深見 南月 64

48 3165870 深見 南月 TAI Tennis School    

49 3460882 宮下 智華 アクロステニスアカデミー 宮下 智華    

50 bye    宮下 智華

51 3165966 田口 優希 成蹊高校 田口 優希 63

52 3461555 佐藤 七海 川口北高校 61 宮下 智華

53 3166012 土方 理沙 パワーテニスパーク 寺谷 彩夏 75

54 3165613 寺谷 彩夏 桜台庭球塾 76(1) 寺谷 彩夏

55 bye 吉岡 あい 60

56 3165370 吉岡 あい 三菱養和TS    

57 3166081 山本 里茉 ビッグK 山本 里茉    

58 bye    土屋 海音

59 3460805 吉澤 玲 越谷南高校 土屋 海音 75

60 3460958 土屋 海音 テニスクラブ大井ファミリー 75 堂後 みや美

61 3166121 米倉 優真子 ビッグKテニス 堂後 みや美 60

62 3164868 堂後 みや美 町田ローンテニスクラブ 61 堂後 みや美

63 bye 谷野 桃音 61

64 3165534 谷野 桃音 ビッグＫ    

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q


