
第9回 三芳グランド SUMMERジュニアテニストーナメント

男子ダブルス 12歳以下 本戦 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R SF F

1 3506980 1 北爪 爽斗 上野山テニススクール

7月8日付けランキング使用

3506979 一木 奏志 ミナミグリーンテニスクラブ 北爪 爽斗 / 一木 奏志

2 bye

   

bye 北爪 爽斗 / 一木 奏志

3 3129962 齊藤 壱知 昭和の森JTS　

62

3129963 齊藤 琉維 昭和の森JTS 中島 楓/高野 陽翔

4 3421887 中島 楓 ブリヂストンテニスハウス新所沢

WO

WINNER

3422539 高野 陽翔 ブリヂストンテニスハウス新所沢 北爪 爽斗 / 一木 奏志

5 3604955 五十嵐 蒼 T-1インドアテニススクール

62   61

3605004 手束 幸瑛 マスガイアテニスクラブ 五十嵐 蒼/手束 幸瑛

6 3421534 三浦 寛大 H.Y.S

62

3422029 江口 恵叶 戸田市スポーツセンター 五十嵐 蒼/手束 幸瑛

7 bye

WO

bye 梅澤 樹 / 梅澤 葵

8 3128628 2 梅澤 樹 tennis world

   

3128629 梅澤 葵 tennis world



第9回 三芳グランド SUMMERジュニアテニストーナメント

男子ダブルス 14歳以下 本戦 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R SF F

1 3313990 1 門 晴澄 吉田記念テニス研修センター

7月8日付けランキング使用

3314016 村石 敦 ルネサンス鷹之台テニスクラブ 宇野 純矢/鈴木 陽介

2 3507360 宇野 純矢 明和テニスクラブ

WO

3420865 鈴木 陽介 ＥＴＣ 中林 莉桜/尊馬 一偉

3 3421008 渡部 陽生 三芳ジュニアテニスアカデミー

62

3421770 池田 遥琥 三芳ジュニアテニスアカデミー 中林 莉桜/尊馬 一偉

4 3507300 中林 莉桜 高崎テニスクラブ

63

3507120 尊馬 一偉 高崎テニスクラブ 中林 莉桜/尊馬 一偉

5 3420308 3～4 宮川 侑士 浦和パークテニスクラブ

61

3420882 宮川 昇大 浦和パークテニスクラブ 石田 哲平/田村 楓

6 3128510 石田 哲平 VIP TENNIS ACADEMY

WO

3128647 田村 楓 VIP TENNIS ACADEMY 石田 哲平/田村 楓

7 3421860 加地 由幸 S.I.T.A

60

3421543 今村 秋 S.I.T.A 加地 由幸/今村 秋

8 3422308 田中 昊志 アクロステニスアカデミー

64

WINNER

3421070 澤邊 颯太 アクロステニスアカデミー 宮本 伊織/福島 有人

9 3128266 宮本 伊織 東宝調布テニスクラブ

76(5)  75

3130023 福島 有人 たちかわジュニアテニスアカデミー 宮本 伊織/福島 有人

10 3421856 矢澤 琉伊 グリーンテニスプラザ

64

3130108 田口 創梧 ビッグKひまわり 宮本 伊織/福島 有人

11 3703877 渡邉 舞羽 Y’sテニススクール

62

3703870 天野 幹久 ワイズテニスクラブ 小田原 涼/大出 司

12 3420036 3～4 小田原 涼 戸田市スポーツセンター

61

3420512 大出 司 グリーンテニスプラザ 宮本 伊織/福島 有人

13 3421482 渡邉 真ノ助 ALWAYS  TENNIS  SCHOOL

63

3420556 廣池 亮河 ALWAYS TENNIS SCHOOL 渡邉 真ノ助/廣池 亮河

14 3421587 岩井 勇樹 テニスクラブNASこしがや

64

3421573 山崎 夢翔 テニスクラブNASこしがや 岡田 元/高橋 怜

15 3421183 高橋 大樹 石井真テニスアカデミー

60

3421065 木村 幸翔 石井真テニスアカデミー 岡田 元/高橋 怜

16 3314052 2 岡田 元 あじさいMTCアカデミー

61

3313674 高橋 怜 Asch JTAM



第9回 三芳グランド SUMMERジュニアテニストーナメント

男子ダブルス 16歳以下 本戦 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R SF F

1 3214351 1 関口 恒 レニックステニススクール

7月8日付けランキング使用

3214562 松浦 麟太郎 K-Powersテニスアカデミー北新横浜 関口 恒 / 松浦 麟太郎

2 bye

   

bye 関口 恒 / 松浦 麟太郎

3 3506867 尾崎 莉玖 高崎テニスクラブ

64

3506954 根本 悠希 高崎テニスクラブ 平野 皓大/河野 竣

4 3216422 平野 皓大 登戸サンライズテニスコート

WO

3129303 河野 竣 成城学園中学校 関口 恒 / 松浦 麟太郎

5 3420431 3～4 根井 温己 Fテニス

62

3419556 加瀬谷 洸旭 S.I.T.A 根井 温己 / 加瀬谷 洸旭

6 bye

   

bye 根井 温己 / 加瀬谷 洸旭

7 bye

63

bye 小山 マキシ / 大間知 嶺

8 3215313 小山 マキシ 東急あざみ野テニスガーデン

   

WINNER

3129339 大間知 嶺 三菱養和テニススクール 関口 恒 / 松浦 麟太郎

9 3215769 柳楽 流 K-powersテニスアカデミー北新横浜

64   62

3214921 佐治 春来 Ｙ・Ｉ・Ｔ・Ｃ 柳楽 流/佐治 春来

10 3215913 間野 颯太 サレジオ学院中学校

61

3215811 春原 朋典 サレジオ学院中学校 新井 颯太 / 沼崎 正志

11 bye

64

bye 新井 颯太 / 沼崎 正志

12 3419821 3～4 新井 颯太 Fテニス

   

3420040 沼崎 正志 ブリヂストンテニスハウス新所沢 新井 颯太 / 沼崎 正志

13 3420864 押田 雅也 TC大井ファミリー

64

3420842 横山 雄紀 TC大井ファミリー 押田 雅也/横山 雄紀

14 3127059 中津山 聖流 昭和の森ジュニアテニススクール

WO

3130171 水谷 夏希 国立高校 押田 雅也/横山 雄紀

15 bye

64

bye 尾関 竜馬 / 佐々木 亮介

16 3127052 2 尾関 竜馬 京王赤城アカデミー

   

3126211 佐々木 亮介 京王赤城アカデミー



第9回 三芳グランド SUMMERジュニアテニストーナメント

男子ダブルス 18歳以下 本戦 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R 3R SF F

1 3604960 1 福田 優羽 東洋大付属牛久高校 7月8日付けランキング使用

3603807 石原 圭起 東洋大附属牛久高校 福田 優羽 / 石原 圭起

2 bye    

bye 福田 優羽 / 石原 圭起

3 3420400 芦田 拓翔 川越東高校 61

3421475 菊池 勇一郎 川越東高校 伊藤 颯汰/稲田 怜馬

4 3214700 伊藤 颯汰 法政大学第二高校 76(6)

3216122 稲田 怜馬 法政大学第二高校 福田 優羽 / 石原 圭起

5 3420029 瀬上 佳史 本庄東高校 62

3422578 岡 佳哉 本庄東高校 瀬上 佳史/岡 佳哉

6 3314608 樋口 葵伊 楠クラブ 63

3314563 高橋 優太 フミヤエース市川テニスアカデミー

7 3214915 北神 海人 リビエラ逗子マリーナテニススクール 松藤 悠/仙石 圭汰

3215001 三宅 慶尭 IWK TENNIS MANAGEMENT 松藤 悠/仙石 圭汰 60

8 3604342 5～8 松藤 悠 CSJ 62

3604208 仙石 圭汰 東洋大付属牛久高校 福田 優羽 / 石原 圭起

9 3419088 3～4 平川 朝陽 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 63

3419131 中山 朋和 さくら野火止テニスアカデミー 平川 朝陽 / 中山 朋和

10 bye    

bye 毛利 優太/佐藤 瑛輝

11 3128366 毛利 優太 コートピア大泉テニスクラブ 63

3420610 佐藤 瑛輝 立教新座高校 毛利 優太/佐藤 瑛輝

12 3215823 藤岡 源 慶應義塾高校 63

3216438 上里 慈和 慶応義塾高校 毛利 優太/佐藤 瑛輝

13 3127724 佐川 涼夏 Team310V 64

3127310 石井 昴 Team310V 米中 海人/田村 朗

14 3703920 米中 海人 日大明誠高校 61

3703929 田村 朗 日大明誠高等学校 米中 海人/田村 朗

15 bye WO

bye 小原 光路 / 菅又 亮祐

16 3128094 5～8 小原 光路 VIP TENNIS ACADEMY    WINNER

3127190 菅又 亮祐 VIP TENNIS ACADEMY 福田 優羽 / 石原 圭起

17 3127483 5～8 須田 悠仁 VIP TENNIS ACADEMY 61   64

3313900 島巡 巧海 フミヤエース市川TA 須田 悠仁 / 島巡 巧海

18 bye    

bye 山口 滉太/後呂 海人

19 3128984 植松 蓮 昭和の森ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽｸ-ﾙ 76(2)

3129659 星川 光太朗 明治大学付属明治高等学校 山口 滉太/後呂 海人

20 3419564 山口 滉太 川越東高校 64

3419327 後呂 海人 川越東高校 仁島 清嘉/松村 康太郎

21 3128412 大塚 柊吾 都立三鷹中等教育学校 64

3129693 村重 遼 西高校 仁島 清嘉/松村 康太郎

22 3126957 仁島 清嘉 東宝調布テニスクラブ 63

3126680 松村 康太郎 コートピア大泉テニスクラブ 仁島 清嘉/松村 康太郎

23 bye 64

bye 外川 陽太 / 仲川 洸太

24 3126051 3～4 外川 陽太 東海大学菅生高校    

3126817 仲川 洸太 東海大学菅生高校 渡辺 充/高柳 洸成

25 3422033 5～8 中田 恭平 浦和学院高校 64

3420044 竹井 海樹徒 浦和学院高校 中田 恭平 / 竹井 海樹徒

26 bye    

bye 渡辺 充/高柳 洸成

27 3215844 尾高 圭祐 鎌倉学園 64

3215832 木下 颯太 リビエラ逗子マリーナテニススクール 渡辺 充/高柳 洸成

28 3216437 渡辺 充 法政大学第二高校 60

6000168 高柳 洸成 江坂テニスセンター 渡辺 充/高柳 洸成

29 3216157 松原 英志 法政大学第二高等学校 75

3215501 榛葉 大河 法政大学第ニ高校 田中 遼/竹内 来維

30 3421988 田中 遼 浦和学院高校 60

3419927 竹内 来維 浦和学院高校 松岡 健 / 澤田 リオン一樹

31 bye 64

bye 松岡 健 / 澤田 リオン一樹

32 3214973 2 松岡 健 法政大学第二高校    

3216132 澤田 リオン一樹 MSS橘テニスアカデミー



第9回 三芳グランド SUMMERジュニアテニストーナメント

女子ダブルス 16歳以下 本戦 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R SF F

1 3361851 1 野口 楓 SOL Tennis College

7月8日付けランキング使用

3361864 渥美 真優 SOLＴennis  College 野口 楓 / 渥美 真優

2 bye

   

bye 野口 楓 / 渥美 真優

3 3461679 小嶋 遥夏 TAI tennis school

61

3362047 平野 友里菜 T&K スポーツガーデン 小嶋 遥夏/平野 友里菜

4 3166609 古城 さくら 桜台庭球塾

75

3461342 氷室 遥嘉 H.Y.S 野口 楓 / 渥美 真優

5 3553410 3～4 小板橋 叶夢 一筆テニスクラブ

61

3553544 小板橋 萌夢 一筆テニスクラブ 小板橋 叶夢 / 小板橋 萌夢

6 bye

   

bye 中本 明希/室山 愛子

7 3258893 中本 明希 荏原SSC

62

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 中本 明希/室山 愛子

8 3461273 中田 香珠羽 TC大井ファミリー

63

WINNER

3461438 中田 瑞歩 TC大井ファミリー 野口 楓 / 渥美 真優

9 3361814 松坂 珠代 KION南市川

76(4)   46    61

3361861 伊原 葵衣 サムライPAL 松坂 珠代/伊原 葵衣

10 3461254 長島 愛結 千間台中学校

60

3461283 小島 温花 ALWAYS TENNIS SCHOOL 北爪 優日 / 村田 莉奈

11 bye

63

bye 北爪 優日 / 村田 莉奈

12 3553604 3～4 北爪 優日 上野山テニススクール

   

3553733 村田 莉奈 一筆テニスクラブ 北爪 優日 / 村田 莉奈

13 3461089 地田 葵 むさしの村ローンテニスクラブ

63

3461088 川田 芹奈 むさしの村ローンテニスクラブ 地田 葵/川田 芹奈

14 3258586 横田 唯 MSS橘テニスアカデミー

62

3258579 横田 凜 橘テニスアカデミー 太田 貴子 / 前田 璃緒

15 bye

62

bye 太田 貴子 / 前田 璃緒

16 3165537 2 太田 貴子 成城ジュニアテニスアカデミー

   

3165572 前田 璃緒 コートピア大泉テニスクラブ



第9回 三芳グランド SUMMERジュニアテニストーナメント

女子ダブルス 18歳以下 本戦 関東テニス協会 公認

登録No Seed Name 1R 2R SF F

1 3460788 1 橋本 沙耶 H.Y.S

7月8日付けランキング使用

3460569 奥脇 莉音 Fテニス 橋本 沙耶 / 奥脇 莉音

2 bye

   

bye 橋本 沙耶 / 奥脇 莉音

3 3258559 小笠原 一華 GODAI

63

3258726 上田 季歩 横浜立野高校 芳垣 真帆/芳垣 美帆

4 3258528 芳垣 真帆 Team　YUKA

64

3258529 芳垣 美帆 Team YUKA 橋本 沙耶 / 奥脇 莉音

5 3553519 3～4 倉林 夢生 ミナミグリーンテニスクラブ

62

3852656 白石 真里名 宇都宮ＴＣ 倉林 夢生 / 白石 真里名

6 bye

   

bye 倉林 夢生 / 白石 真里名

7 bye

62

bye 岡田 真菜 / 内山 実季

8 3258213 岡田 真菜 IWKTENNISMANAGEMENT

   

WINNER

3258328 内山 実季 霧が丘テニスクラブ 鈴木 千尋 / 星野 桃花

9 3166461 西園寺 彩加 日本大学鶴ヶ丘高校

36   75   62

3166462 齋藤 陽和 日本大学鶴ヶ丘高校 鳴島 未夢/中島 遼佳

10 3165171 鳴島 未夢 たちかわジュニアテニスアカデミー

61

3164957 中島 遼佳 TAI Tennis School 鈴木 千尋 / 星野 桃花

11 bye

62

bye 鈴木 千尋 / 星野 桃花

12 3460900 3～4 鈴木 千尋 浦和学院高校

   

3460685 星野 桃花 与野テニスクラブ 鈴木 千尋 / 星野 桃花

13 3166297 川口 桜奈 MTS

62

3166635 小鮒 由佳 成蹊高校 棚井 聖麗/石井 花音

14 3258821 棚井 聖麗 ファーイーストJrTA

60

3258055 石井 花音 ファーイーストJrTA 小林 千陽 / 宮地 蘭

15 bye

61

bye 小林 千陽 / 宮地 蘭

16 3165516 2 小林 千陽 ビッグK

   

3166058 宮地 蘭 ビッグＫテニス


