
第12回 三芳グランド 夏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 3421509 吉田 翔 レイムテニスセンター 吉田 翔 7月16日付けランキング使用
2 bye    吉田 翔

3 4000477 森 堪多 T&S新発田ITS 倉部 和馬 61

4 3421486 倉部 和馬 浦和パークテニスクラブ 63 吉田 翔

5 3129777 福島 慶音 狛江インドアジュニアATPチーム 福島 慶音 64

6 bye    野村 昊平

7 bye 野村 昊平 61

8 3421990 野村 昊平 与野テニスクラブ    吉田 翔

9 3129761 高柳 悠和 TAI Tennis School 芳野 駿 60

10 3129115 芳野 駿 東京都テニス協会 62 芳野 駿

11 bye 太田 寛明 61

12 3216347 太田 寛明 レニックステニススクール    芳野 駿

13 3130111 坂本 倖太郎 SS.P 小島 翔太 61

14 3422284 小島 翔太 さくら野火止テニスアカデミー 62 広見 海

15 bye 広見 海 63

16 3422092 広見 海 リトルプリンステニスクラブ    

17 3421461 佐藤 浩大 SYT月見野テニススクール 佐藤 浩大    

18 bye    佐藤 浩大

19 3421980 仲川 侑吏 SYT月見野テニススクール 深山 櫂俐 63

20 3422583 深山 櫂俐 大井ファミリーテニス WO 佐藤 浩大

21 3130158 高橋 謙大 有明ジュニアテニスアカデミー 高橋 謙大 63

22 bye    高橋 謙大

23 bye 齊藤 壱知 62

24 3129962 齊藤 壱知 昭和の森JTS　    佐藤 浩大

25 3130051 久野 佑隼 狛江インドアジュニアATPチーム 中田 譲樹 62

26 3421503 中田 譲樹 TC大井ファミリー 62 中田 譲樹

27 bye 小林 泰輔 61

28 3130007 小林 泰輔 八王子テニスアカデミー    岸 直輝

29 3130189 葛葉 瑛心 昭和の森JTS 三浦 寛大 61

30 3421534 三浦 寛大 H.Y.S 64 岸 直輝

31 bye 岸 直輝 61

32 3129823 岸 直輝 チームZIP    

33 3314554 大木 日向汰 志津テニスクラブ 大木 日向汰

34 bye    大木 日向汰

35 3129877 岸浦 大悟 東宝調布テニスクラブ 岸浦 大悟 63

36 3421057 富樫 朋也 戸田市スポーツセンター 64 大木 日向汰

37 3129838 野田 啓太 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 野田 啓太 64

38 bye    松本 岳

39 bye 松本 岳 62

40 3129822 松本 岳 JITC    大木 日向汰

41 3129747 田中 敬悟 ビッグＫ 田村 涼太郎 75

42 3422384 田村 涼太郎 TC大井ファミリー 61 田村 涼太郎

43 bye 武井 知瑛 61

44 3129851 武井 知瑛 VIP TENNIS ACADEMY    菅野 陽

45 3421466 菅野 陽 ALWAYS TENNIS SCHOOL 菅野 陽 60

46 3422268 佐藤 瑞輝 三芳ジュニアテニスアカデミー 61 菅野 陽

47 bye 藤野 優光 62

48 3421858 藤野 優光 Fテニス    

49 3421582 堀切 仁晴 シードテニスクラブ 堀切 仁晴    

50 bye    堀切 仁晴

51 3129966 小林 透也 たちかわジュニアテニスアカデミー 大平 光琉 60

52 3422540 大平 光琉 Fテニス 64 堀切 仁晴

53 3421976 小泉 陽日路 三芳ジュニアテニスアカデミー 小泉 陽日路 64

54 bye    中林 勇平

55 bye 中林 勇平 61

56 3421550 中林 勇平 Ｈ.Ｙ.Ｓ    堀切 仁晴

57 3129639 中山 湧喜 TAI Tennis School 菊地 優誠 64

58 3216050 菊地 優誠 大島フラワーテニスガーデン 60 菊地 優誠

59 bye 中川 惠善 60

60 3422286 中川 惠善 TC大井ファミリー    中尾 大翔

61 3130110 東浦 友哉 D-tennis. 東浦 友哉 61

62 3421968 蓜島 青空 上尾テニスクラブ WO 中尾 大翔

63 bye 中尾 大翔 61

64 3216043 中尾 大翔 ファーイーストJ r.TA    

Q

Q

Q

Q



第12回 三芳グランド 夏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 3421595 長野 龍之介 Fテニス 長野 龍之介

66 bye    長野 龍之介

67 3422434 権田 竣 大熊テニスクラブ 権田 竣 60

68 3422352 徳世 悠人 tennisu team Mt 62 長野 龍之介

69 3130186 亀川 貴成 TAI Tennis School 亀川 貴成 60

70 bye    角田 拓巳

71 bye 角田 拓巳 60

72 3129820 角田 拓巳 N.CSP    長野 龍之介

73 3422413 榎戸 奏一郎 フォレストTC 稲葉 亮太 WO

74 3421857 稲葉 亮太 与野テニスクラブ 60 稲葉 亮太

75 bye 割田 惇大 61

76 3422296 割田 惇大 TC大井ファミリー    稲葉 亮太

77 3422560 金澤 輝空 グローバルプロテニスアカデミー 並木 一磨 61

78 3129710 並木 一磨 D-tennis 64 中嶋 俊英

79 bye 中嶋 俊英 60

80 3421411 中嶋 俊英 Fテニス    

81 3420983 伊沢 大貴 Fテニス 伊沢 大貴    

82 bye    伊沢 大貴

83 3422356 森 元樹 与野テニスクラブ 鏑木 聡太 76(4)

84 3130034 鏑木 聡太 TENNIS SUNRISE 63 伊沢 大貴

85 3129601 田川 遥真 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 田川 遥真 62

86 bye    菅原 悠義

87 bye 菅原 悠義 64

88 3129723 菅原 悠義 コートピア大泉テニスクラブ    西澤 悠貴

89 3129963 齊藤 琉維 昭和の森JTS 齊藤 琉維 63

90 bye    吉田 海

91 bye 吉田 海 64

92 3216408 吉田 海 YSC    西澤 悠貴

93 3129924 大木 昴 昭和の森JTS 宮澤 聡祐 61

94 3314874 宮澤 聡祐 KION南市川 64 西澤 悠貴

95 bye 西澤 悠貴 60

96 3314749 西澤 悠貴 ニッケコルトンテニスガーデン    

97 3129128 内藤 未磨 コートピア大泉テニスクラブ 内藤 未磨

98 bye    佐野 涼雅

99 3422350 新野 空 アクロステニスアカデミー 佐野 涼雅 61

100 3216364 佐野 涼雅 クリエイトTA 60 近藤 智弘

101 3422429 近藤 智弘 TC大井ファミリー 近藤 智弘 64

102 bye    近藤 智弘

103 bye 向山 黎 75

104 3804081 向山 黎 ロイヤルテニスクラブ    近藤 智弘

105 3215132 伊藤 啓太 JFE 伊藤 啓太 76(3)

106 bye    芳野 翔

107 bye 芳野 翔 WO

108 3129111 芳野 翔 東京都テニス協会    芳野 翔

109 3422550 立石 健太 坂戸テニススクール 立石 健太 61

110 3422303 藤田 湊 さくら野火止テニスアカデミー 75 小美濃 佑斗

111 bye 小美濃 佑斗 60

112 3422256 小美濃 佑斗 さくら野火止テニスアカデミー    

113 3129007 武藤 瑛太 VIP Tennis Academy 武藤 瑛太    

114 bye    武藤 瑛太

115 3422353 徳世 健人 tennis team Mt 徳世 健人 64

116 3421538 木原 悠登 戸田市スポーツセンター 63 武藤 瑛太

117 3129560 藍澤 恵大 桜田テニスカレッジ 藍澤 恵大 61

118 bye    藍澤 恵大

119 bye 四釜 大河 64

120 3422364 四釜 大河 テニスハウス　ファン    武藤 瑛太

121 3129929 西田 壮志 ノアインドアステージ国分寺 西田 壮志 60

122 bye    岡部 泰希

123 bye 岡部 泰希 76(6)

124 3421952 岡部 泰希 石井真テニスアカデミー    岡部 泰希

125 3129662 坂口 蒼 コートピア大泉テニスクラブ 坂口 蒼 61

126 3421063 市川 智也 戸田市スポーツセンター 76(5) 坂口 蒼

127 bye 杉浦 泰斗 WO

128 3422088 杉浦 泰斗 リトルプリンステニスクラブ    

Q

Q

Q

Q



第12回 三芳グランド 夏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 F

1 3461781 日下部 光優 西武ドームテニスコート 日下部 光優

7月16日付けランキング使用

2 3259010 安原 千紗 クリエイトTA

61

3 3461784 吉田 蓮花 鴻巣グリーンテニスクラブ 吉田 蓮花

4 3461887 中川 林檎 リトルプリンスTC

60

5 3166519 國重 未夢 昭和の森テニススクール 中川 柚奈

   

6 3461888 中川 柚奈 リトルプリンスTC

WO

7 3258941 安藤 智加 YSC 安藤 智加

8 3166575 大矢 真央 昭和の森テニススクール

61

9 3166594 吉川 あかり 京王赤城アカデミー 鵜川 史瑛

   

10 3166516 鵜川 史瑛 たちかわＪＴＡ

62

11 3258997 明本 環菜 クリエイトTA 明本 環菜

12 3166619 若月 凜 Watanuki Tennis Academy

60

13 3166530 中村 涼乃 コートピア大泉テニスクラブ 中村 涼乃

   

14 3258986 坂井 ミナミ ジュンレオテニスアカデミー

62

15 3258942 陳 佳慧 レニックステニススクール 陳 佳慧

16 3166532 相川 花路 立川ルーデンス テニス クラブ

WO

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q



第12回 三芳グランド 夏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 3128364 平田 崇 八王子テニスアカデミー 平田 崇 7月16日付けランキング使用
2 bye    平田 崇

3 3421059 村岡 昂翔 与野テニスクラブ 吉村 慎之亮 61

4 3128514 吉村 慎之亮 目黒テニスクラブ 76(6) 平田 崇

5 3129336 林 倖哉 成城ジュニアテニスアカデミー 林 倖哉 60

6 bye    上嶋 耕史

7 bye 上嶋 耕史 62

8 3130001 上嶋 耕史 ユニバーサルテニススクール南大沢    平田 崇

9 3215151 橋本 俊介 ＹＳＣ 橋本 俊介 63

10 bye    橋本 俊介

11 bye 平川 大智 61

12 3421664 平川 大智 Novice tennis team    高野 萱人

13 3129964 青柳 泰河 ジュエインドアテニススクール 青柳 泰河 63

14 bye    高野 萱人

15 bye 高野 萱人 61

16 3420999 高野 萱人 上尾テニスクラブ    

17 3128468 谷 光流 武蔵野ドームテニススクール 谷 光流    

18 bye    谷 光流

19 3422379 佐藤 良春 テニススタジオ川口 渡邉 真ノ助 75

20 3421482 渡邉 真ノ助 ALWAYS  TENNIS  SCHOOL 61 谷 光流

21 3128568 本田 梁 Team REC 本田 梁 63

22 bye    福田 航

23 bye 福田 航 61

24 3128612 福田 航 京王赤城アカデミー    福田 翔

25 3421890 尾高 海聖 H.Y.S 尾高 海聖 64

26 bye    尾高 海聖

27 bye 奥秋 玲音 64

28 3129879 奥秋 玲音 東宝調布テニスクラブ    福田 翔

29 3216223 濱住 恵司 YC&AC 濱住 恵司 62

30 3129540 齋藤 颯太 たちかわJTA WO 福田 翔

31 bye 福田 翔 61

32 3128613 福田 翔 京王赤城アカデミー    

33 3127974 北澤 聖弥 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 北澤 聖弥

34 bye    北澤 聖弥

35 3420992 田口 峻大 Fテニス 松倉 秀弥 61

36 3422094 松倉 秀弥 立教新座中学校 64 北澤 聖弥

37 3421837 星野 希歩 H.Y.S 星野 希歩 60

38 bye    星野 希歩

39 bye 竹中 匠 76(3)

40 3127404 竹中 匠 京王赤城アカデミー    北澤 聖弥

41 3129881 清田 一志 VIP TENNIS ACADEMY 清田 一志 61

42 bye    清田 一志

43 bye 河田 優太朗 76(3)

44 3129696 河田 優太朗 武蔵野ドームテニススクール    渡部 陽生

45 3422466 牛尾 遙希 テニススタジオ川口 山下 雄大 61

46 3215297 山下 雄大 登戸サンライズテニスコート WO 渡部 陽生

47 bye 渡部 陽生 61

48 3421008 渡部 陽生 三芳ジュニアテニスアカデミー    

49 3128269 図師田 珀 トータルテニスアカデミー 図師田 珀    

50 bye    川岸 龍太

51 3422195 山本 俊太郎 立教新座中学校 川岸 龍太 WO

52 3421834 川岸 龍太 Ｆテニス 61 川岸 龍太

53 3128473 大島 周 成城ジュニアテニスアカデミー 大島 周 61

54 bye    木間 虎太郎

55 bye 木間 虎太郎 WO

56 3804053 木間 虎太郎 リバーテニススクール    川岸 龍太

57 3128242 柄澤 宏紀 ノア・インドアステージ国分寺 柄澤 宏紀 61

58 bye    斉藤 由暉

59 bye 斉藤 由暉 WO

60 3420446 斉藤 由暉 H.Y.S    渡辺 大輝

61 3130140 渡辺 大輝 帝京中学校 渡辺 大輝 60

62 3421498 佐藤 大寿 グローバルプロテニスアカデミー 61 渡辺 大輝

63 bye 小林 大空 WO

64 3215300 小林 大空 Team YUKA    

Q

Q

Q

Q



第12回 三芳グランド 夏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 3314430 長谷川 新優 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ 長谷川 新優

66 bye    大間知 嶺

67 3129339 大間知 嶺 三菱養和テニススクール 大間知 嶺 60

68 3129840 小山 楓翔 Team310V 62 那須 悠飛

69 3421860 加地 由幸 S.I.T.A 加地 由幸 75

70 bye    那須 悠飛

71 bye 那須 悠飛 60

72 3420942 那須 悠飛 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ    長竹 理壱

73 3421518 長竹 理壱 Ｆテニス 長竹 理壱 63

74 bye    長竹 理壱

75 bye 北島 大輔 60

76 3421571 北島 大輔 テニスゼロ浦和    長竹 理壱

77 3804004 秋山 翔 リバーテニススクール 秋山 翔 60

78 3130000 田名網 憩一 ノア・インドアステージ　国分寺 61 秋山 翔

79 bye 小田桐 令依 60

80 3420938 小田桐 令依 さくら野火止テニスアカデミー    

81 3129329 安楽 大和 東宝調布テニスクラブ 安楽 大和    

82 bye    安楽 大和

83 3129508 佐藤 幸介 VIP TENNIS ACADEMY 佐藤 幸介 62

84 3129773 高畠 光向 ノア・インドアステージ国分寺 63 安楽 大和

85 3216351 池松 里羽 YSC 池松 里羽 61

86 bye    池松 里羽

87 bye 栗栖 和之 WO

88 3215333 栗栖 和之 ウエスト横浜    和田 一輝

89 3421941 三木 尚輔 テニスゼロ浦和 三木 尚輔 62

90 bye    三木 尚輔

91 bye 高橋 皇丞 64

92 3507348 高橋 皇丞 高崎テニスクラブ    和田 一輝

93 3506937 高田 大地 一筆テニスクラブ 高田 大地 61

94 3421516 中村 遼太郎 S.I.T.A 61 和田 一輝

95 bye 和田 一輝 60

96 3421866 和田 一輝 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ    

97 3314913 岡部 温人 あじさいMTCアカデミー 岡部 温人

98 bye    岡部 温人

99 3422388 齋藤 輯磨 テニスラウンジ上尾 齋藤 輯磨 63

100 3129611 天野 陽希 TAI Tennis School WO 福谷 優斗

101 3129242 彌勒 遼太郎 南町田インターナショナルテニスカレッジ 彌勒 遼太郎 62

102 bye    福谷 優斗

103 bye 福谷 優斗 75

104 3604742 福谷 優斗 T1インドアテニススクール    小泉 斗空輝

105 3130108 田口 創梧 ビッグKひまわり 田口 創梧 76(5)

106 bye    松本 秀幸

107 bye 松本 秀幸 63

108 3215522 松本 秀幸 霧が丘アップジュニア    小泉 斗空輝

109 3421524 小泉 斗空輝 三芳ジュニアテニスアカデミー 小泉 斗空輝 61

110 3129867 周防 莉史 南町田インターナショナルテニスカレッジ 62 小泉 斗空輝

111 bye 押田 雅也 63

112 3420864 押田 雅也 TC大井ファミリー    

113 2000382 野坂 条 ファンキーテニスアカデミー 野坂 条    

114 bye    野坂 条

115 3129819 高阪 優吾 大正セントラルテニスクラブ目白 高阪 優吾 62

116 3128910 鶴岡 利騎丸 三菱養和テニススクール 62 野坂 条

117 3215155 薄井 亜門 パームインターナショナルテニスアカデミー 薄井 亜門 60

118 bye    山崎 充剛

119 bye 山崎 充剛 60

120 3420552 山崎 充剛 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ    野坂 条

121 3129165 田所 秀郷 昭和の森ジュニアテニススクール 田所 秀郷 60

122 bye    澤田 康太

123 bye 澤田 康太 WO

124 3422319 澤田 康太 ALWAYS TENNIS SCHOOL    コーディエ アルセーヌ敬大

125 3130100 池田 遥琉 石神井東中学校 小山 瑠唯 62

126 3422235 小山 瑠唯 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 63 コーディエ アルセーヌ敬大

127 bye コーディエ アルセーヌ敬大 61

128 3215388 コーディエ アルセーヌ敬大 Team YUKA    

Q

Q

Q

Q



第12回 三芳グランド 夏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 3166449 荒川 里音 TENNIS SUNRISE 荒川 里音

7月16日付けランキング使用

2 bye

   

荒川 里音

3 6050120 渡辺 ソフィア TEAMSTUFF 新井 優月

61

4 3258849 新井 優月 葉山テニスクラブ

WO

5 3166211 深瀬 涼子 TAI Tennis School 深瀬 涼子

   

6 bye

   

柴崎 ハル

7 3461639 柴崎 ハル アクロステニスアカデミー 柴崎 ハル

61

8 3258709 稲田 英琳 ファーイーストJrTA

75

9 3461629 江原 優花 石井真テニスアカデミー 江原 優花

   

10 bye

   

村上 萠愛

11 bye 村上 萠愛

62

12 3166578 村上 萠愛 東京都テニス協会

   

13 3652654 石井 遙 FUN TO TENNIS 石井 遙

   

14 bye

   

石井 遙

15 bye 代島 由梨

75

16 3461349 代島 由梨 ジョイナステニスアカデミー

   

17 3362125 西 あまね 志津テニスクラブ 西 あまね

18 bye

   

押方 砂穂

19 bye 押方 砂穂

63

20 3461813 押方 砂穂 フォレストテニスクラブ

   

21 3362315 成田 真色 ルネサンス鷹之台TC 成田 真色

   

22 bye

   

片山 志緒

23 bye 片山 志緒

63

24 3166472 片山 志緒 Team 310V

   

25 3461686 井上 心結 リトルプリンステニスクラブ 井上 心結

   

26 bye

   

井上 心結

27 bye 吉野 結衣

63

28 3461236 吉野 結衣 Fテニス

   

29 3166401 岩田 栞愛 ビックKひまわり 岩田 栞愛

   

30 bye

   

茅野 里莉香

31 bye 茅野 里莉香

64

32 3166459 茅野 里莉香 武蔵野ドーム

   

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q



第12回 三芳グランド 夏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 3215833 細谷 一真 山手学院高校 細谷 一真 7月16日付けランキング使用
2 bye    佐々木 壮太

3 3604739 佐々木 壮太 Fun to Tennis 佐々木 壮太 Not Played

4 3421966 小山 克樹 木下テニスクラブ 60 齊藤 天真

5 3130162 福井 涼斗 早稲田実業学校高等部 福井 涼斗 75

6 bye    齊藤 天真

7 bye 齊藤 天真 62

8 3128803 齊藤 天真 昭和の森JTS    

9 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    

10 3507120 尊馬 一偉 高崎テニスクラブ 62 忽滑谷 駿介

11 bye 尾ヶ井 壮一郎 63

12 3216203 尾ヶ井 壮一郎 慶應義塾高等学校    忽滑谷 駿介

13 3215239 佐藤 遙太 YSC 北山 陽斗 62

14 3127707 北山 陽斗 日本大学第三中学 WO 田口 裕規

15 bye 田口 裕規 76(4)

16 3127806 田口 裕規 京王赤城アカデミー    

17 3420368 稲葉 拓 ブリヂストンテニスハウス新所沢 稲葉 拓    

18 bye    萩 栄斗

19 3128502 萩 栄斗 小金井第一中学校 萩 栄斗 WO

20 3128438 三田 佑太郎 緑ヶ丘テニスガーデン 75 萩 栄斗

21 3129910 橋本 輝星 コスモカレッジ 橋本 輝星 60

22 bye    吉田 逞人

23 bye 吉田 逞人 63

24 3129176 吉田 逞人 日本大学第三中学校    

25 3216204 徳丸 雄河 慶應義塾高校 徳丸 雄河    

26 bye    徳丸 雄河

27 bye 田代 祐成 62

28 3422329 田代 祐成 TEAM T    田中 亮

29 3421853 北村 洋太 グリーンテニスプラザ 北村 洋太 60

30 3421908 長野 翔悟 さくら野火止テニスアカデミー 75 田中 亮

31 bye 田中 亮 61

32 3421971 田中 亮 Fテニス    

33 3128112 辻 壮太郎 TENNIS SUNRISE 辻 壮太郎

34 bye    辻 壮太郎

35 3129436 長谷川 大蔵 東宝調布テニスクラブ 長谷川 大蔵 62

36 3215946 光永 悠太 S.ONE グリーンテニスクラブ WO 辻 壮太郎

37 3421413 牧野 航大 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 牧野 航大 63

38 bye    パウリ レオン

39 bye パウリ レオン 62

40 3215165 パウリ レオン YSC    

41 3129464 笠井 達哉 レテテニススクール 笠井 達哉    

42 bye    笠井 達哉

43 bye 鈴木 伊織利 60

44 3422234 鈴木 伊織利 坂戸テニススクール    山川 倖平

45 3128810 辻 良希 日本大学第三中学校 角田 理樹 60

46 3214619 角田 理樹 Team YUKA 63 山川 倖平

47 bye 山川 倖平 62

48 3314764 山川 倖平 フミヤエース市川テニスアカデミー    

49 3313676 多田 永悟 志津テニスクラブ 多田 永悟    

50 bye    多田 永悟

51 3420485 平川 翔大 春日部共栄中学校 長野 飛和 61

52 3421909 長野 飛和 さくら野火止テニスアカデミー 64 多田 永悟

53 3422194 新川 朝日 S.I.T.A 新川 朝日 62

54 bye    新川 朝日

55 bye 笹田 尚寛 62

56 3128397 笹田 尚寛 京王赤城アカデミー    

57 3128171 本田 暁 ウイニングショット 本田 暁    

58 bye    香西 隼人

59 bye 香西 隼人 64

60 3129068 香西 隼人 松が谷中学校    黒瀬 鷹来

61 3129011 由比 雄大 緑ヶ丘テニスガーデン 石塚 怜 62

62 3215635 石塚 怜 登戸サンライズテニスコート 64 黒瀬 鷹来

63 bye 黒瀬 鷹来 64

64 3128063 黒瀬 鷹来 N・CSP    

Q

Q

Q

Q

本戦繰上り



第12回 三芳グランド 夏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

本戦繰上り65 3127099 助川 颯希 緑が丘テニスガーデン 助川 颯希

66 bye    手塚 陽平

67 3803697 手塚 陽平 サトウGTC 手塚 陽平 64

68 3215966 亀井 敬人 葉山テニスクラブ 61 手塚 陽平

69 3420991 藤本 修 さくら野火止テニスアカデミー 藤本 修 61

70 bye    藤本 修

71 bye 桶生 至留 64

72 3215530 桶生 至留 東急あざみ野テニスガーデン    

73 3129348 草野 慧斗 ノア・インドアステージ国分寺 草野 慧斗    

74 bye    水谷 龍埜

75 bye 水谷 龍埜 60

76 3420943 水谷 龍埜 東京成徳大学中学    小松田 龍太

77 3129768 三浦 寛太 ノア・インドアステージ国分寺 三浦 寛太 76(3)

78 3313646 多田 歩純 サムライPAL WO 小松田 龍太

79 bye 小松田 龍太 63

80 3420333 小松田 龍太 S.I.T.A    

81 3803609 佐藤 匠真 アウリンテニスクラブ 佐藤 匠真    

82 bye    川崎 智弘

83 3129748 川崎 智弘 テニスチームリベラル 川崎 智弘 WO

84 3130156 高山 司 早稲田実業学校高等部 60 川崎 智弘

85 3604569 川村 日冴 Fun to Tennis 川村 日冴 62

86 bye    川村 日冴

87 bye 石田 哲平 60

88 3128510 石田 哲平 VIP TENNIS ACADEMY    

89 3422393 三木 琢己 浦和学院高等学校 三木 琢己    

90 bye    三木 琢己

91 bye 中根 洋翔 WO

92 3215015 中根 洋翔 クリエイトTA    小林 翔大

93 3129896 小林 翔大 コートピア大泉テニスクラブ 小林 翔大 62

94 3420887 荻上 悠雅 さくら野火止テニスアカデミー WO 小林 翔大

95 bye 岩崎 恭介 62

96 3128256 岩崎 恭介 昭和の森ジュニアテニススクール    

97 3420512 大出 司 グリーンテニスプラザ 大出 司

98 bye    大出 司

99 3129667 小澤 周生 東京成徳大学中学校 小澤 周生 64

100 3216507 島田 創 慶應義塾高校 64 大出 司

101 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 63

102 bye    野武 優希

103 bye 野武 優希 60

104 3604759 野武 優希 Fun to Tennis    

105 3128806 浅井 裕真 TENNIS SUNRISE 浅井 裕真    

106 bye    上里 慈和

107 bye 上里 慈和 60

108 3216438 上里 慈和 慶応義塾高校    上里 慈和

109 3215358 原 俊晴 MSS橘テニスアカデミー 柳楽 流 60

110 3215769 柳楽 流 K-powersテニスアカデミー北新横浜 WO 柳楽 流

111 bye 柏木 浩太郎 76(5)

112 3128760 柏木 浩太郎 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ    

113 3420984 宮崎 馨伸 三芳ジュニアテニスアカデミー 宮崎 馨伸    

114 bye    宮崎 馨伸

115 3506909 萩原 大智 スプレッドテニスクルー 樋口 拓朗 60

116 3129788 樋口 拓朗 南町田インターナショナルテニスカレッジ 60 宮崎 馨伸

117 3129186 塚田 陸 堀越高校 塚田 陸 62

118 bye    塚田 陸

119 bye 北村 太一 76(2)

120 3421852 北村 太一 グリーンテニスプラザ    

121 3422298 石川 アモール 城西川越中学校 石川 アモール    

122 bye    横山 雄紀

123 bye 横山 雄紀 60

124 3420842 横山 雄紀 TC大井ファミリー    横山 雄紀

125 3128679 バーニアー 翔 高井戸ダイヤモンドテニス バーニアー 翔 75

126 3127912 谷内 仁 Team 310V 62 会田 湧紀

127 bye 会田 湧紀 64

128 3420473 会田 湧紀 あたごテニスクラブアカデミー    

Q

Q

Q

Q



第12回 三芳グランド 夏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 3165867 小島 陽菜 デ･ポーム調布TS 小島 陽菜

7月16日付けランキング使用

2 bye

   

小島 陽菜

3 3166326 中川 心 東宝調布テニスクラブ 田辺 愛美

60

4 3165968 田辺 愛美 大成高校

WO

5 3165470 広瀬 日乃 成城ジュニアテニスアカデミー 広瀬 日乃

   

6 bye

   

広瀬 日乃

7 3258421 増川 日菜 松原テニスクラブ横浜 増川 日菜

62

8 3461540 成田 佳鈴 アクロステニスアカデミー

63

9 3165662 小林 莉々 ユニバーサルテニススクール南大沢 小林 莉々

   

10 bye

   

宮本 知佳

11 3258506 宮本 知佳 ウエスト横浜テニスクラブ 宮本 知佳

64

12 3362058 山本 真由 BASIS

WO

13 3461505 後藤 結夏 アクロステニスアカデミー 後藤 結夏

   

14 bye

   

樫村 知実

15 3461193 樫村 知実 H.Y.S 樫村 知実

62

16 3258818 杉本 弥生 ysc

64

17 3258983 竹本 凛紗 登戸サンライズテニス 竹本 凛紗

18 bye

   

武藤 ゆう

19 3166049 吉澤 彩葉 レテテニススクール 武藤 ゆう

WO

20 3461292 武藤 ゆう ウィングローバルテニスアカデミー熊谷

61

21 3652551 根本 明莉 NJTC 根本 明莉

   

22 bye

   

奥山 日南子

23 3166253 吉田 早希 たちかわJTA 奥山 日南子

61

24 3166467 奥山 日南子 TENNIS SUNRISE

60

25 3852976 大谷 紗也乃 アウリンテニスクラブ 大谷 紗也乃

   

26 bye

   

竹内 琉璃

27 3461078 日向 美優 フォレストテニスクラブ 竹内 琉璃

60

28 3362220 竹内 琉璃 K-TENNIS TRAINING

60

29 3165791 大橋 美音 かえつ有明高校 大橋 美音

   

30 bye

   

戸谷 日菜子

31 bye 戸谷 日菜子

61

32 3553940 戸谷 日菜子 太田西中学校

   

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q



第12回 三芳グランド 夏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 予選決勝

1 3213922 松本 大河 東急あざみ野テニスガーデン 松本 大河 7月16日付けランキング使用
2 bye    松本 大河

3 3129758 本多 真城 京王赤城アカデミー 石井 優一 61

4 3422386 石井 優一 城北埼玉高校 61 稲田 怜馬

5 3130191 清家 瞬 高松ローンテニスクラブ 細谷 亮太 64

6 3126788 細谷 亮太 田無高校 60 稲田 怜馬

7 3418578 川池 豪 T3 稲田 怜馬 60

8 3216122 稲田 怜馬 法政大学第二高校 63

9 3130107 増川 翔太 日本大学第三高校 増川 翔太    

10 bye    増川 翔太

11 3127880 鈴木 朝陽 たちかわＪＴＡ 野村 憲央 61

12 3129046 野村 憲央 東京都立大泉高等学校 61 岸 陽斗

13 3215028 田村 航大 あざみ野ローンテニスクラブ 田村 航大 75

14 3130120 八木 響 たちかわジュニアテニスアカデミー WO 岸 陽斗

15 3125837 望月 智樹 パワーテニスパーク 岸 陽斗 62

16 3215166 岸 陽斗 登戸サンライズテニスコート 63

17 3127319 五百城 純 聖徳学園高校 五百城 純    

18 bye    関根 旺河

19 3216212 荒木 謙 慶應義塾高校 関根 旺河 63

20 3125480 関根 旺河 国立高校 64 関根 旺河

21 3314072 米林 秀 BASIS 米林 秀 62

22 3422577 石井 俊介 TENNIS SUNRISE 朝霞 61 野口 聖

23 3419468 野口 聖 浦和麗明高校 野口 聖 61

24 3418556 浅海 東吾 立教新座高校 60

25 3213926 三谷 将就 テニスカレッジ　やよい台 三谷 将就    

26 bye    三谷 将就

27 3215352 駒田 龍磨 ジュンレオテニスアカデミー 松坂 拓紀 75

28 3216502 松坂 拓紀 クリエイト 62 土山 達也

29 3128388 松本 凜隼 ビッグK 金子 樹 64

30 3127031 金子 樹 コートピア大泉テニス 63 土山 達也

31 3215306 臼井 大貴 東急あざみ野テニスガーデン 土山 達也 63

32 3129623 土山 達也 TEAM  YONEZAWA 61

33 3215823 藤岡 源 慶應義塾高校 藤岡 源

34 bye    吉田 憂稀

35 3422480 河野 成弥 埼玉栄高校 吉田 憂稀 62

36 3703891 吉田 憂稀 ISHII TENNIS ACADEMY WO 吉田 憂稀

37 3214989 高田 航太郎 法政大学第二高校 高田 航太郎 64

38 3216216 村上 優輝 慶應義塾高校 60 高田 航太郎

39 3216175 皆川 沙月 慶応義塾高校 皆川 沙月 62

40 3127887 ディリマー 海 たちかわジュニアテニスアカデミー WO

41 3127818 粟屋 衛 京王赤城アカデミー 粟屋 衛    

42 bye    松隈 ネイサン明

43 3419938 松隈 ネイサン明 H・Y・S 松隈 ネイサン明 63

44 3422254 滝澤 開登 早稲田大学本庄高等学院 60 松隈 ネイサン明

45 3129898 山本 夕暉 フィールテニススクール大森 山本 夕暉 60

46 3314608 樋口 葵伊 楠クラブ WO 山本 夕暉

47 3129041 市之瀬 小次郎 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校 市之瀬 小次郎 60

48 3128940 成井 大曜 町田ローンテニスクラブ WO

49 3126736 福田 駿 京王赤城アカデミー 福田 駿    

50 bye    福田 駿

51 3604491 木村 祥万 龍Tennis 木村 祥万 63

52 3215501 榛葉 大河 法政大学第ニ高校 62 福田 駿

53 3129940 牛田 達也 大成高校 稲場 風太 60

54 3215377 稲場 風太 法政大学第二高等学校 61 南雲 優作

55 bye 南雲 優作 64

56 3127250 南雲 優作 Team 310Ｖ    

57 3420550 佐久間 陽登 TENNIS SUNRISE 朝霞 佐久間 陽登    

58 bye    佐久間 陽登

59 3129717 三代 太智 阪急大井テニス＆ゴルフスクール 三代 太智 62

60 3215574 吉村 洸風 慶應湘南藤沢高等部 62 佐久間 陽登

61 3422055 丹野 悠太 越谷南高校 望月 優汰 63

62 3125616 望月 優汰 緑ヶ丘テニスガーデン 62 望月 優汰

63 bye 都丸 桜汰 WO

64 3214739 都丸 桜汰 Ampersand Tennis Academy    

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q



第12回 三芳グランド 夏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 予選決勝

1 3553691 楠本 奈々 高崎テニスクラブ 楠本 奈々

7月16日付けランキング使用

2 bye

   

楠本 奈々

3 3461060 山岡 美貴 伊奈学園 寺谷 彩夏

62

4 3165613 寺谷 彩夏 桜台庭球塾

61

5 3165138 田中 優利 学習院女子高等科 田中 優利

   

6 bye

   

白井 美咲

7 3853084 向山 凛 ロイヤルテニスクラブ 白井 美咲

WO

8 3461646 白井 美咲 ITDアカデミー

62

9 3165664 今泉 優希 武蔵野ドームテニススクール 今泉 優希

   

10 bye

   

高橋 琴葉

11 bye 高橋 琴葉

75

12 3460948 高橋 琴葉 石井真テニスアカデミー

   

13 3166450 大間知 さら KITA 大間知 さら

   

14 bye

   

春原 美憂

15 bye 春原 美憂

WO

16 3553947 春原 美憂 ＲＳＴ

   

17 3166098 石川 翠珠 早稲田実業学校高等部 石川 翠珠

18 bye

   

渡邉 天音

19 bye 渡邉 天音

61

20 3461160 渡邉 天音 ALWAYS TENNIS SCHOOL

   

21 3652535 中村 桜 CSJ 中村 桜

   

22 bye

   

佐藤 愛美

23 bye 佐藤 愛美

WO

24 3166332 佐藤 愛美 早稲田実業学校高等部

   

25 3461347 関根 えりか 伊奈学園総合高校 関根 えりか

   

26 bye

   

関根 えりか

27 bye 田幡 咲希

WO

28 3553573 田幡 咲希 太田西中学校

   

29 3166186 梶岡 采奈 ノア・インドアステージ国分寺 梶岡 采奈

   

30 bye

   

小原 彩理

31 bye 小原 彩理

64

32 3165771 小原 彩理 武蔵野ドーム

   

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q


