
　　　

期 日 ３月 ３日 (日) ３月 ９日 (土) ３月１０日 (日)
３月１６日 (土) ３月１７日 (日) ３月２１日 (祝・木)
３月２３日 (土) ３月２４日 (日) ３月２７日 (水)
３月２８日 (木) ３月２９日 (金） ３月３０日 (土)
３月３１日 (日) ４月 １日 (月) ４月 ２日 (火)

予 備 日 ４月 ３日 (水)

会 場

主 催

公 認

後 援

協 力 株 式 会 社 ダ ン ロ ッ プ ス ポ ー ツ マ ー ケ テ ィ ン グ

埼 玉 県 テ ニ ス 協 会

関 東 テ ニ ス 協 会

朝 日 新 聞 埼 玉 少 年 少 女 ス ポ ー ツ

大 宮 第 二 公 園 （砂入り人工芝）

天 沼 テ ニ ス 公 園 （砂入り人工芝）

川 越 総 合 運 動 公 園 （砂入り人工芝）

グレード３A

平成３１年度

埼玉県ジュニアテニス選手権大会

兼 関東ジュニアテニス選手権大会予選会



トーナメントディレクター 油井 正幸
アシスタントディレクター 金子 明彦　名倉 安代　
スーパーバイザー 岡田 茂夫　
トーナメントレフェリー 宮﨑 若子  
アシスタントレフェリー 森　洋子　松下 広子　野本 淳子　渋川 通江　
運営委員

鎌田 桂子　霜野　玲子　加藤 有貴子　元芳 真理子　宮本 祐子

受　付 ＊試合のできる服装で、本人が指定時刻までに本部へ出席を届けてください。
　 ダブルスは二人とも出席を届けてください。指定時刻までに本部に出席を届けない場合は欠場とします。
＊指定時刻は会場、種目によって異なります。必ず選手本人が確認してください。
＊ジュニアプレーヤーズ登録証を提示してください。
＊各種目初日、受付終了後、プレマッチミーティングを行います。 参加選手は必ず出席してください。

服　装 テニスウェアを着用してください。不適切なウェアはウォームアップも含め着用できません。
服装及び用具のロゴの大きさと数については制限があります。
詳細は「JTAテニスルールブック2018」P151〜153に記載されています。各自、確認してください。

大会使用球 スリクソン（ダンロップ）2球使用
3セットマッチの試合のみボールチェンジ 12歳以下・14歳以下　ファイナルセットチェンジ
を行います。 16歳以下・18歳以下　各セットチェンジ

試合方法 予選　全試合1セットマッチ （6-6後タイブレーク）
本戦　シングルス 1R　8ゲームプロセット （8-8後タイブレーク）

2R〜F　3セットマッチ　（各セットノーアド　6-6後タイブレーク）
本戦　ダブルス 1R　8ゲームプロセット　（8-8後タイブレーク）

　　　　2R～F　2タイブレークセット (ノーアド) ファイナルマッチタイブレーク(10ポイント)
順位決定戦　全試合 8ゲームプロセット （ノーアド　8-8後タイブレーク）
＊順位決定戦は、関東ジュニア選手権への埼玉県推薦枠により、実施するラウンドが種目毎に異なります。

試合前の練習 すべての試合3分以内

審判方法 予選 　全種目　セルフジャッジ　 RU（ロービングアンパイア）が巡回します。 　
本戦 　シングルス 12歳以下・14歳以下　 １R～QF セルフジャッジ

SF、F　 県審判員によるソロチェアアンパイア方式
16歳以下・18歳以下 １R～QF セルフジャッジ

SF、F　 県審判員によるソロチェアアンパイア方式

本戦 　ダブルス 全種目 　 　 １R〜QF セルフジャッジ
SF、F 県審判員によるソロチェアアンパイア方式

県審判員によるソロチェアアンパイア方式
　

補欠の選手 該当する種目の予選初回戦の日、指定時刻の15分前までに本部でサインをしてください。
欠員が生じた場合、優先順位に従って出場することができます。

ラッキールーザー ＊予選最終ラウンドの敗者のランキング保持者を優先とし、抽選で順位を決めます。
 　優先順位は予選終了時に、本部役員により抽選を行い、HPに発表します。
＊該当する種目の本戦初回戦の日、指定時刻の15分前までに本部でサインをしてください。
　 本戦初回戦に欠員が生じた場合、優先順位に従って、補充します。

予選通過者の 予選勝者の本戦ドローの位置は、各種目の予選終了時に各会場本部にて本部役員立会いのもと
本戦ドロー位置 抽選を行います。

その他 ・その他の規則は原則として｢ＪＴＡテニスルールブック2018｣に準じます。

・この大会は関東ジュニアトーナメントペナルティ規定を採用します。

・雨天等により中止の場合は、会場に変更を掲示いたします。

・荒天等やむを得ぬ事情により、日程、試合方法、会場などを変更する場合があります。　　　　　

　また、雨天でも試合を行う場合があります。十分な着替えをご用意ください。

・全国選抜高校テニス大会及び全国選抜中学テニス大会との日程は考慮しております。

　余程のことがない限り特別な日程調整はできませんのでご了承ください。

・この組み合わせは平成31年1月23日付の関東テニス協会ジュニアランキングを参考に作成しています。

・この大会のドロー作成後のシード選手の欠場によるドローの変更は、本戦初日8日前まで行いますが、

　その後の場合は行いません。また、本戦選手の欠場による予選選手の繰上りは、各種目予選初日8日

　前までは行いますが、その後の場合は行いません。

・欠場する場合は、下記欠場申込アドレスへ速やかにメールしてください。

　欠場申込アドレス　

　返信メールが届かない場合は、埼玉県テニス協会へメールで問い合わせをしてください。

　埼玉県テニス協会　 メールアドレス saitama-junior-2017@sta.sub.jp

《大会役員》

《試合規則及び注意事項》

＊順位決定戦

https://goo.gl/forms/FW2UlTB8updr8G9I3

福田 康子　岩瀬 靖子　牧野美幸　近藤 晴子　松本 美智子　矢野朋子　奥村 奈津子



14 ③ 8 ④

6 3 ③

14 9

4 ② 5 ③

6 ② 7

3 3 ④

9 11 ④

4 ③ 4

＊注意　この表の出場数はWC等により変更になる場合もありますのでご了承下さい。
＊補欠選出のための決定戦は行いません。同位者がいる場合は、ランキング順とします。

＜順位決定戦組み合わせ＞

シングルス ダブルスの５～８位決定戦も同様に、QF敗者によって行います。

6位決定戦はⒶⒷのみ、Ⓒの対戦は行いません。

13.14位

決定戦

＜順位決定戦試合形式＞

　＊8ゲームプロセット（8-8タイブレイク、ノーアドバンテージ）

　＊ボール２球使用、ボールチェンジなし

＜審判方法＞

　＊SCU方式（ソロチェアアンパイア）

＜順位決定戦日程・集合時刻＞

　＊大会日程表で確認してください。

上記については、悪天候等、やむを得ぬ事情で変更になる場合があります。

変更は必ず大会会場にて掲示します。

3位決定戦

№57～64
3R敗者

SF敗者

Ⓐの敗者
7位決定戦

Ⓑの敗者

№41～48

Ⓕ
3R敗者

Ⓒの敗者
№49～56
3R敗者

Ⓓ Ⓓの敗者

Ⓐの敗者
№33～40
3R敗者

Ⓒ Ⓑの敗者

3R敗者
Ⓕの敗者

3R敗者
Ⓐ Ⓔの敗者

11位決定戦

№9～16

Ⓔ

QF敗者

№33～48

SF敗者

QF敗者
Ⓑ

№49～64

№17～24
3R敗者

Ⓑ
№25～32 9位決定戦
3R敗者

QF敗者

№１～8

№1～16　
QF敗者

Ⓐ
№17～32

Ⓒ

１２歳以下
男子シングルス 9位決定戦

5位決定戦

１２歳以下
女子シングルス 11位決定戦

男子ダブルス 女子ダブルス

１４歳以下
男子シングルス 6位決定戦

１４歳以下
女子シングルス ７位決定戦

男子ダブルス 3位決定戦 女子ダブルス 3位決定戦

１６歳以下
男子シングルス 14位決定戦

１６歳以下
女子シングルス 9位決定戦

男子ダブルス 女子ダブルス 5位決定戦

１８歳以下
男子シングルス 14位決定戦

１８歳以下
女子シングルス

男子ダブルス 6位決定戦 女子ダブルス 3位決定戦

＜平成31年度関東ジュニアテニス選手権大会　埼玉県出場配分数＞  2019.3.8変更

種目
埼玉

出場枠
補欠 順位決定戦 種目

埼玉
出場枠

補欠 順位決定戦



    平成31年度埼玉県ジュニアテニス選手権大会 

日程 予選

種目 3/10（日） 3/27(水） 3/28(木） 3/29(金） 3/30(土） 3/31(日） 4/1(月） 4/2(火） 4/3(水）

天沼 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

18 1R QF

歳 単 9:30 1R 2R 3R 9:00 SF F 予備日

以 F 11：30 10:00 10:00 順位戦 9:00 9:00

下 11:00 9:00

天沼 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

男 SF

子 複 1R.F 1R 2R QF 11:30 F

12:30 12：00 12:00 12:00 順位戦 11:30

10:00

大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

18
歳 単 1R 2R 3R QF SF F

以 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

下
大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

女 F

子 複 1R 2R QF SF 11:30 予備日

11：00 11:00 11:00 11:30 順位戦

10:00

大宮＝大宮第二公園　　第1コート（No.1～16） 川越＝川越総合運動公園

天沼＝さいたま市天沼テニス公園 駐車できる台数は限られています。

満車の場合には、駐車をご遠慮頂く場合があります。

日程 予選

種目 3/10（日） 3/17(日） 3/27(水） 3/28(木） 3/31(日） 4/1(月） 4/2(火） 4/3(水）

川越 川越 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

16 QF

歳 単 1R.F 1R 2R 3R   10:00 SF F 予備日

以 9:00 10:30 10:00 9:00 順位戦 9:00 9:00

下 10:00

川越 川越 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

男
子 複 1R.F 1R 2R QF SF F

11:00 12:30 12:00 11:30 11:30 11:30

川越 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

16 QF SF

歳 単 1R 2R 3R 10:00 9:00 F

以 9:00 9:00 9:00 順位戦 順位戦 9:00

下 11:00 10:00

川越 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

女 SF

子 複 1R 2R QF 11:30 F 予備日

12:30 11:00 11:30 順位戦 11:30

10:00

予備日

予備日

予備日

予備日

18歳以下　大会日程

16歳以下　大会日程　

本戦

本戦



     平成31年度埼玉県ジュニアテニス選手権大会

日程 予選

種目 3/3（日） 3/10(日） 3/16(土） 3/17(日） 3/21(木） 3/23(土） 3/24(日） 4/2(火） 4/3(水）

天沼 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

14 SF

歳 単 1R.F 1.2R 3R QF 9:00 F 予備日 予備日

以 9:30 9:00 9:00 9:00 順位戦 9:00

下 9:00

天沼 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

男 F

子 複 1R.F 1.2R QF SF 11:30 予備日 予備日

12:30 9:00 11:00 11：00 順位戦

10:00

天沼 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

14 SF

歳 単 1R.F 1.2R 3R QF 9:00 F 予備日 予備日

以 11:30 10:00 9:00 9:00 順位戦 9:00

下 9:00

大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

女 F

子 複 1R  10:30 QF SF 11:30 予備日 予備日

2R  12:00 11:00 11：00 順位戦

10:00

大宮＝大宮第二公園　　第1コート（No.1～16） 川越＝川越総合運動公園

天沼＝さいたま市天沼テニス公園 駐車できる台数は限られています。

満車の場合には、駐車をご遠慮頂く場合があります。

日程 予選

種目 3/3（日） 3/9(土） 3/16(土） 3/17(日） 3/21(木） 3/23(土） 3/24(日） 4/2(火） 4/3(水）

大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

12 QF SF

歳 単 1R.F 1.2R 3R 10:00 10:00 F 予備日 予備日

以 9:00 9:00 10:00 順位戦 順位戦 9:00

下 11:00 10:00

大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

男
子 複 1R.F 1.2R QF SF F 予備日 予備日

12:00 9:00 11:00 12:00 11:30

大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

12 QF SF

歳 単 1.2R 3R 10:00 10:00 F 予備日 予備日

以 10：00 10:00 順位戦 順位戦 9:00

下 11:00 10:00

大宮第二 大宮第二 大宮第二 大宮第二

女
子 複 1R  10:30 QF SF F 予備日 予備日

2R  12:00 11:00 12:00 11:30

12歳以下　大会日程　

14歳以下　大会日程

本戦

本戦



＜参加費用について＞ 

＊各自、ドローで出場の可否を確認し、ドローに記載された選手は、ゆうちょ銀行にて、備え付けの

｢払い込み取扱票｣（ブルー）で払い込みをしてください。 

＊支払期限： 2019 年 2 月 20 日 (水) までに払い込みを完了してください。 

＊ドローに名前が記載された選手は、欠場の場合でも参加費用はお支払いください。 

＊ダブルスは両選手でよく確認し、どちらか一方の選手が、３，０００円お支払いください。 

＊送金控えは必ず保管してください。 

＊補欠の選手は大会当日、出場決定後本部にてお支払いください。 

＊口座番号は大会毎に異なりますので、ご注意ください。 

＊通信欄には必ず種目・ドロー番号・選手氏名・所属を記入してください。 

 

           支 払 取 扱 票 

口座記号 口座番号(右詰めで記入) 金

額 

千 百 十 万 千 百 十 円 

０ ０ １ ０ ０ － ０ －  ７ ０ ７ ０ ０ ０    ￥ ３ ０ ０ ０ 

加

入

者

名 

埼玉県テニス協会 
料

金 
 

備

考 
 

通

信

欄 

     

埼玉県ジュニア選手権大会 

 

種目・ドロー番号・選手氏名・所属 

ご

依

頼

人 

お

と

こ

ろ 

 

お

な

ま

え 

 

〒 

 

申し込み責任者 

 

                             様 

（ご連絡先電話番号    －    －    ） 

 



＜大宮第二公園テニスコート＞

所在地：さいたま市大宮区寿能町2-405

交通：東武野田線　｢大宮公園駅｣下車　徒歩15分

本部：第1コート(№1〜16)　８番コートと９番コートの間 

更衣室

駐車場入り口

大会本部



＜大宮天沼テニス公園＞
さいたま市大宮区天沼１－６７６－１

　「大宮駅」から東新井団地行き他芝川新橋下車　徒歩3分

新道経由に乗車の場合は自治医大医療センター下車　徒歩15分

　*駐車場の開門は８：００です。

　*駐車場が狭いため、満車の場合には、駐車をご遠慮頂くことがあります。

*駐車場が狭いためできるだけ公共交通機関をご利用ください。



＜川越運動公園＞

川越市大字下老袋字清蔵野388-1

ＪＲ川越線、東武東上線川越駅東口

または西武新宿線本川越駅より東武バス　「川越運動公園行き」終点下車

またはバス「上尾駅行き」トワーム小江戸病院下車、徒歩１０分

試合会場



平成31年度埼玉県ジュニアテニス選手権大会

ﾄﾞﾛｰ№ 選手№ 氏名 所属 順位 ﾄﾞﾛｰ№ 選手№ 氏名 所属 順位

16 3421867 守谷 瑠華 浦和学院高校 1 3421404 山森 晴生  城北埼玉高校 

36 3420935 阿部 圭悟 ALWAYS TENNIS SCHOOL 2 29 3420883 海老澤 彰 城北埼玉高校 

3 3422248 岩渕 優輝 埼玉平成高校 3 3419782 内田 陸人 昌平高校 

7 3419535 石田 航一郎 ﾃﾆｽﾊﾚ大宮 4 5 3419543 松下 颯真 ALWAYS TENNIS SCHOOL 

37 3421817 山本 秀一 浦和学院高校 5 3421701 匹田 昇太郎  慶應義塾志木高校 

12 3419055 齊藤 三平 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや 6 24 3421677 川原 大輝 慶應義塾志木高校 

17 3419013 平塚 誠広 正智深谷高校 7 3420495 中村 優太 川越東高校 

53 3421270 田中 優輝 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8 1 3421831 佐川 智紀 川越東高校 

ﾄﾞﾛｰ№ 選手№ 氏名 所属 順位 ﾄﾞﾛｰ№ 選手№ 氏名 所属 順位

32 3421480 八木 響 S.I.T.A 1 3421606 松田 和城 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

20 3420508 小笠原 悠 みんなのﾃﾆｽ 2 24 3421033 神戸 凌 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

41 3420498 及川 喜生 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3 3420481 木村 晃一郎 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

28 3420551 柿澤 遼 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 4 20 3420476 神田 尽 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

60 3419273 野口 説亜 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 5 3420359 加藤 遼 城北埼玉中学 

48 3421261 冨田 頼 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6 5 3420055 池田 凌成 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 

2 3420476 神田 尽 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 7 3419901 斎藤 天稀 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

51 3421457 志摩 大輔 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 8 13 3420401 藤本 陸来 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

ﾄﾞﾛｰ№ 選手№ 氏名 所属 順位 ﾄﾞﾛｰ№ 選手№ 氏名 所属 順位

53 3420326 中村 颯太 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 1 3420997 大川 陽樹 Fﾃﾆｽ 

27 3420972 小林 耀汰 Fﾃﾆｽ 2 28 3421250 逸見 唯斗 Fﾃﾆｽ 

20 3421065 木村 幸翔 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3 3419140 岸上 義明 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

36 3421909 長野 飛和 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 4 13 3420803 桑山 蒼大 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

4 3421299 岩﨑 颯 ALWAYS TENNIS SCHOOL 5 3420556 廣池 亮河 ALWAYS TENNIS SCHOOL 

40 3421357 藤本 聖南 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6 24 3421482 渡邉 真ノ助 ALWAYS TENNIS SCHOOL 

24 3420863 上山 峻平 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 7 3421035 寺内 大慶 ALWAYS TENNIS SCHOOL 

48 3421394 小久保 蒼空 Novice Tennis Team 8 17 3421055 遠藤 翼 ALWAYS TENNIS SCHOOL 

ﾄﾞﾛｰ№ 選手№ 氏名 所属 順位 ﾄﾞﾛｰ№ 選手№ 氏名 所属 順位

15 3420983 伊沢 大貴 Fﾃﾆｽ 1 3421887 中島 楓 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 

22 3421573 山崎 夢翔 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや 2 5 3422283 益子 泰至 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 

12 3421932 中田 琉生 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3 3421870 河村 柚希 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

46 3421692 荻原 真司 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 4 25 3421488 関根 悠大 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

40 3421461 佐藤 浩大 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 5 3420983 伊沢 大貴 Fﾃﾆｽ 

57 3421405 村上 慧 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6 24 3421396 高橋 凌 Fﾃﾆｽ 

29 3421886 原島 充輝 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 7 3421823 奈良 駿咲 Fﾃﾆｽ 

18 3421587 岩井 勇樹 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや 8 17 3421595 長野 龍之介 Fﾃﾆｽ 

ﾄﾞﾛｰ№ 選手№ 氏名 所属 順位

45 3461479 村上 芭菜 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 1

37 3461536 高田 奈々 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 2

57 3461681 植松 愛蘭 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3

44 3461593 小枝 凛香 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 4

52 3460951 若月 真愛 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 5

25 3461090 石田 真子 ﾃﾆｽﾊﾚ大宮 6

1 3461452 福田 千優 S.I.T.A 7

36 3461470 仙波 瑚希未 ﾌｫﾚｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8

2

3

1

1４歳以下　男子シングルス 1４歳以下　男子ダブルス

4

1２歳以下　男子シングルス 1２歳以下　男子ダブルス

1４歳以下　女子シングルス

1

2

3

4

ラッキールーザー順位表

3

4

4

1

2

1

2

3

1８歳以下　男子シングルス 1８歳以下　男子ダブルス

16歳以下　男子シングルス 1６歳以下　男子ダブルス
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＜１６歳以下男子シングルス＞

順位 登録番号 氏　　名 所　　属

1 3421033 神戸 凌 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

2 3420946 山内 真央 ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

3 3419565 平山 晴稀 埼玉平成高校

4 3421606 松田 和城 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

5 3422257 小倉 卓人 埼玉平成高校

＜１４歳以下男子シングルス＞

順位 登録番号 氏　　名 所　　属

1 3419140 岸上 義明 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

2 3421837 星野 希歩 H.Y.S

3 3420967 梅津 裕爾 ITDｱｶﾃﾞﾐｰ

4 3420993 齋田 海斗 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

5 3421589 保坂 悠輝 鴻巣ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
134

＜１２歳以下男子シングルス＞

順位 登録番号 氏　　名 所　　属

1 3421969 安藤 颯太 Fﾃﾆｽ

2 3421564 梅木 綸太郎 Fﾃﾆｽ

3 3421557 須藤 佑啓 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

4 3421503 中田 譲樹 tennis team Mt

5 3422283 益子 泰至 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢

＊ 補欠選手は該当する種目の予選の指定時刻の１５分前までに本部でサインを
して下さい。

＊ 欠員が生じた場合、サインをした選手の中から優先順位に従って出場する事
ができます。サインをしなかった場合は、次の選手がその権利を得ます。

＊ 欠員が複数あった場合のドローの位置は抽選で決定します。

≪　補欠選手一覧 　≫



　埼玉県ジュニアテニス選手権大会

＜順位決定戦＞

18歳以下　男子シングルス　 出場枠　14（8＋6）　補③ 

3R敗者 9-12位決定戦

8 3418025  望月 海琴 [15] 埼玉平成高校 望月 海琴 [15] 

    82

9 3421559  真庭 稔 [10] 浦和学院高校 

    

24 3418572  石関 皓 [16] ﾌﾟﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 村上 直樹 [9] 

    84

25 3419316  村上 直樹 [9] ALWAYS TENNIS SCHOOL 

    

33 3421769  加藤木 塁 [8] 埼玉平成高校 加藤木 塁 [8] 

    80

41 3417973  横山 蒼馬 [13] 秀明英光高校 

    

56 3417997  石橋 琉 [11] 川越東高校 石橋 琉 [11] 

    82

57 3417970  市川 豪 [14] むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

Aの敗者 13-14位決定戦

9 3421559  真庭 稔 [10] 浦和学院高校 石関 皓 [16] 

Bの敗者 85

24 3418572  石関 皓 [16] ﾌﾟﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 

Cの敗者

41 3417973  横山 蒼馬 [13] 秀明英光高校 横山 蒼馬 [13] 

Dの敗者 84

57 3417970  市川 豪 [14] むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

補欠：E・Fの対戦敗者のランキング上位者が補欠③、次の上位者が埼玉県補欠

18歳以下　男子ダブルス 出場枠　6（4＋2）

QF敗者

3421395  甲賀 翼 [6] 浦和麗明高校 5-6位決定戦

3418554  若尾 颯馬 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 松下　齋藤

3417459  松下 龍馬 [3] 秀明英光高校 81

9 3417461  齋藤 惠佑 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

3422033  中田 恭平 浦和学院高校 

19 3420044  竹井 海樹徒 浦和学院高校 横山　石橋

3417973  横山 蒼馬 [5] 秀明英光高校 81

25 3417997  石橋 琉 川越東高校 

補欠：A・Bの対戦敗者のランキング上位者が埼玉県補欠

18歳以下　女子シングルス　 出場枠　8　補欠④

順位決定戦は行いません。3R敗者の中のランキング上位者が補欠④

18歳以下　女子ダブルス 出場枠　3（2＋1）　補欠③

SF敗者

3459998  五十嵐 日和 [1] 浦和学院高校 3位決定戦

1 3460381  星野 遥香 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 五十嵐　星野

3460560 奥脇 愛莉 秀明英光高校 85

22 3460450 稲原 詩音 秀明英光高校 

補欠：Aの対戦敗者が補欠③、QF敗者の中のランキング上位者が埼玉県補欠

A

E

F

A

B

C

次の上位者が埼玉県補欠

D

A

B



　埼玉県ジュニアテニス選手権大会

＜順位決定戦＞

16歳以下　男子シングルス　 出場枠 14（8＋6）

3R敗者 9-12位決定戦

6 3420550  佐久間 陽登 U.T.PあたごTC 佐久間 陽登 

    86

11 3420055  池田 凌成 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 

    

24 3419482  京谷 仁 [13] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 平川 朝陽 [9] 

    82

25 3419088  平川 朝陽 [9] むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

    

40 3419561  栗原 颯友 [12] H.Y.S 平沢 晃一 [14] 

    84

41 3419057  平沢 晃一 [14] U.T.PあたごT.C 

    

56 3419105  高山 秀汰 [10] さくら野火止ﾃﾆｽ ｱｶﾃﾞﾐｰ 高山 秀汰 [10] 

    97

60 3419602  加地 弘明 S.I.T.A 

Aの敗者 13-14位決定戦

11 3420055  池田 凌成 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 池田 凌成 

Bの敗者 84

24 3419482  京谷 仁 [13] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

Cの敗者

40 3419561  栗原 颯友 [12] H.Y.S 栗原 颯友 [12] 

Dの敗者 83

60 3419602  加地 弘明 S.I.T.A 

補欠：E・Fの対戦敗者のランキング上位者が埼玉県補欠

16歳以下　男子ダブルス 出場枠　4　補欠②

順位決定戦は行いません。QF敗者の中のランキング上位者が補欠②、

次の上位者が埼玉県補欠

A

B

C

D

E

F



　埼玉県ジュニアテニス選手権大会

＜順位決定戦＞

16歳以下　女子シングルス　 出場枠 9（8＋1）

3R敗者 9位決定戦

8 3460916  飯塚 萌々子 [13] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 角田 智 [9] 

   86

9 3460745  角田 智 [9] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 角田 智 [9] 

   86

24 3460920  窪田 恵菜 [14] ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 高村 英果 [8] 

   82

32 3460558  高村 英果 [8] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 角田 智 [9] 

   84

40 3460788  橋本 沙耶 [12] H.Y.S 橋本 沙耶 [12] 

   86

41 3461247  塩田 夢花 [16] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 鈴木 千尋 [15] 

   86

56 3461677  丹下 愛菜 [10] S.I.T.A 鈴木 千尋 [15] 

   84

57 3460900  鈴木 千尋 [15] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

補欠：Gの対戦敗者が埼玉県補欠

16歳以下　女子ダブルス 出場枠　5（4＋1）　補欠③

QF敗者

3460569  奥 脇 莉 音 [1] Fﾃﾆｽ 5位決定戦

1 3460788  橋本 沙耶 H.Y.S 奥脇　橋本

3460920  窪 田 恵 菜 [6] ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 81

16 3460934  鈴木 ひな乃 TEAM NORTH 奥脇　橋本

3460778  井 坂 理 乃 [4] ETC 85

24 3460399  横田 真央 ETC 石丸　飯塚

3460764  伊 藤 菖 [2] ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 84

32 3460794  小塚 しおり ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

補欠：Cの対戦敗者が補欠③、A・Bの対戦敗者の中のランキング上位者が埼玉県補欠

C

C

F

D

A

E

B

A

G

B



　 埼玉県ジュニアテニス選手権大会

＜順位決定戦＞

14歳以下　男子シングルス　 出場枠　6（4＋2）　補欠②

QF敗者

1 3420308  宮川 侑士 [1] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 粕谷 太洋 [7] 

QF敗者 83

32 3420937  粕谷 太洋 [7] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 

QF敗者

48 3421110  大和 大河 [3] U.T.P.あたごTC 増田 真吾 [5] 

QF敗者 84

49 3420608  増田 真吾 [5] U.T.PあたごTC 

補欠：A・B の対戦敗者のランキング上位者が補欠②、次の上位者が埼玉県補欠

14歳以下　男子ダブルス 出場枠　3（2＋1）　

SＦ敗者 3位決定戦

3421372 上方 拓真 [1] ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

1 3420209 山口 達人 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 上方　山口

3420375 田村 隼乙 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 97

28 3420027 野口 礼斗 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

14歳以下　女子シングルス　 出場枠　7（4+3)

QF敗者

1 3460949  松田 光 [1] 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 松田 光 [1] 

QF敗者 80

32 3461503  近藤 彩菜 [8] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 

QF敗者

33 3461353  伊東 磨希 [5] U.T.PあたごTC 伊東 磨希 [5] 

QF敗者 98(3)

64 3461111  朝倉 優奈 [2] U.T.PあたごTC 

7位決定戦

Aの敗者

32 3461503  近藤 彩菜 [8] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 朝倉 優奈 [2] 

Bの敗者 98(2)

64 3461111  朝倉 優奈 [2] U.T.PあたごTC 

14歳以下　女子ダブルス 出場枠　3（2＋1）　補欠④

SＦ敗者 3位決定戦

3461054  丸山 千文 [4] ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

9 3461308  田中 舞璃花 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 丸山　田中

3461353  伊東 磨希 [2] U.T.PあたごTC 85

32 3461111  朝倉 優奈 U.T.PあたごTC 

補欠：Aの対戦敗者が補欠④、QF敗者の中のランキング上位者が埼玉県補欠

A

B

A

A

B

A

C

補欠：Aの対戦敗者が埼玉県補欠

補欠：Cの対戦敗者が埼玉県補欠



　 埼玉県ジュニアテニス選手権大会

＜順位決定戦＞

12歳以下　男子シングルス　 出場枠　 9（8＋1）

3R敗者

8 3421183  高橋 大樹 [16] 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 高橋 大樹 [16] 9位決定戦

3R敗者 11RET

13 3420913  渡部 寛大 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 及川 朝生 [13] 

3R敗者 86

24 3420499  及川 朝生 [13] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 及川 朝生 [13] 

3R敗者 81

25 3420999  高野 萱人 [12] 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 峯岸 栞大 [14] 

3R敗者 85

39 3422336  根本 隆聖 ALWAYS TENNIS SCHOOL 峯岸 栞大 [14] 

3R敗者 80

41 3421467  峯岸 栞大 [14] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 峯岸 栞大 [14] 

3R敗者 84

56 3420644  矢野 優考 [11] TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 矢野 優考 [11] 

3R敗者 85

58 3420882  宮川 昇大 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

12歳以下　男子ダブルス 出場枠　4　補欠③

順位決定戦は行いません。QF敗者の中のランキング上位者が補欠③、

次の上位者が埼玉県補欠

12歳以下　女子シングルス　 出場枠　11　(8＋3) 　

3R敗者

8 3461634  渡部 杏彩 [13] 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 渡部 杏彩 [13] 

3R敗者 81

9 3461522  池羽 真菜 [10] Novice Tennis Team 沢代 榎音 [16] 

3R敗者 85

24 3461552  沢代 榎音 [16] H.Y.S 沢代 榎音 [16] 

3R敗者 86

32 3461336  高橋 杏奈 [8] ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

3R敗者

40 3461420  弓削田 きらら [12] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

3R敗者 83

41 3461507  山田 凪紗 [15] ｿﾐｭｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

3R敗者 83

56 3461490  渡辺 光来 [11] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 渡辺 光来 [11] 

3R敗者 82

57 3461493  井原 朱里 [14] ﾃﾆｽﾊｳｽfun 

Eの敗者 11位決定戦

8 3461634  渡部 杏彩 [13] 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 渡辺 光来 [11] 

Fの敗者 85

56 3461490  渡辺 光来 [11] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 

補欠：Gの対戦敗者が埼玉県補欠

12歳以下　女子ダブルス 出場枠　4

C

F

A

E

B

G

C

F

D

G

順位決定戦は行いません。QF敗者の中のランキング上位者が埼玉県補欠

D

補欠：Gの対戦敗者が埼玉県補欠

A

E

B

弓削田 きらら [12] 

弓削田 きらら [12] 
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登録番号 
St
. 氏名 所属団体 　　　　　　　１R ２R ３R QF SF

    

1 3417461  齋藤 惠佑 [1] ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  F
    齋藤 惠佑 [1] 齋藤 惠佑 [1] 

2 3417972  鳴戸 雄謙 慶應義塾志木高校 8-1   6-2 6-1

     齋藤 惠佑 [1] 

3 3419503 Q 雨宮 有希 川口北高校  6-0 6-0  

    中田 恭平  

4 3422033  中田 恭平 浦和学院高校 8-4   

     齋藤 惠佑 [1] 

5 3419564 Q 山口 滉太 川越東高校  6-0 6-4  

    山口 滉太  

6 3419073  辻 優輝 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 8-5   

     望月 海琴 [15] 

7 3419131  中山 朋和 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-1 6-3  

    望月 海琴 [15]  

8 3418025  望月 海琴 [15] 埼玉平成高校 8-1   

     齋藤 惠佑 [1] 

9 3421559  真庭 稔 [10] 浦和学院高校  6-0 6-1

    真庭 稔 [10]  

10 3420012  木村 脩斗 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-0   

     真庭 稔 [10] 

11 3420042  佐藤 虎 浦和麗明高校  6-0 6-1  

    佐藤 虎  

12 3419616 Q 中沢 将大 立教新座高校 8-0   

     甲賀 翼 [6] 

13 3419949  高村 和磨 川口北高校  5-0 Ret. 

    辻岡 権  

14 3418975  辻岡 権 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 8-1   

     甲賀 翼 [6] 

15 3420949 Q 桑原 壮琉 昌平高校  6-0 6-1  

    甲賀 翼 [6]  

16 3421395  甲賀 翼 [6] 浦和麗明高校 8-2   

     齋藤 惠佑 [1] 

17 3420661  守谷 岳 [4] 浦和学院高校  6-2 6-1

    守谷 岳 [4]  

18 3419993  冨田 拓海 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-3   

     守谷 岳 [4] 

19 3419487  根井 寛人 川越東高校  6-0 6-2  

    根井 寛人  

20 3421915 Q 高橋 黄河 慶應義塾志木高校 8-2   

     守谷 岳 [4] 

21 3420488  清水 幸樹 SYT 月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ  2-6 6-3 6-3  

    内田 陸人  

22 3419782  内田 陸人 昌平高校 8-1   

     石関 皓 [16] 

23 3421753  柳内 大河 慶應義塾志木高校  6-4 6-0  

    石関 皓 [16]  

24 3418572  石関 皓 [16] ﾌﾟﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 8-3   

     松下 龍馬 [7] 

25 3419316  村上 直樹 [9] ALWAYS TENNIS SCHOOL  6-1 2-6 6-2

    村上 直樹 [9]  

26 3420045 Q 秋山 温人 浦和学院高校 8-1   

     村上 直樹 [9] 

27 3421821 Q 池山 耕太 川越東高校  6-2 6-0  

    米原 善太  

28 3418576  米原 善太 川越東高校 8-4   

     松下 龍馬 [7] 

29 3421793 Q 伊達 脩 慶應義塾志木高校  6-4 6-3  

    藤田 悠梧  

30 3419936  藤田 悠梧 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-3   

     松下 龍馬 [7] 

31 3419087  石田 凜太郎 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや  6-0 6-1  

    松下 龍馬 [7]  

32 3417459  松下 龍馬 [7] 秀明英光高校 8-0  

18歳以下男子シングルス本戦

間仲 啓 [3]

齋藤 惠佑 [1]
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登録番号 
St
. 氏名 所属団体 　　　　　　　１R ２R ３R QF SF

18歳以下男子シングルス本戦

     

33 3421769  加藤木 塁 [8] 埼玉平成高校  

    加藤木 塁 [8] 

34 3420060 Q 村松 海斗 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-4   

     加藤木 塁 [8] 

35 3421569  佐藤 偉 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-2 6-3  

    佐藤 偉  

36 3418599  三村 栄以知 ALWAYS TENNIS SCHOOL 8-2   

     佐藤 瑛輝 [12] 

37 3419653  宮里 亮 川越東高校  6-2 6-2  

    宮里 亮  

38 3420884 Q 江頭 秀明 城北埼玉高校 8-1   

     佐藤 瑛輝 [12] 

39 3422282  石川 風雅 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-0 6-2  

    佐藤 瑛輝 [12]  

40 3420610  佐藤 瑛輝 [12] 立教新座高校 8-2   

     間仲 啓 [3] 

41 3417973  横山 蒼馬 [13] 秀明英光高校  6-2 6-3

    横山 蒼馬 [13]  

42 3421861  上原 有翔 昌平高校 8-5   

     横山 蒼馬 [13] 

43 3420044  竹井 海樹徒 浦和学院高校  6-4 3-6 6-0  

    竹井 海樹徒  

44 3419971 Q 今野 滋瑛 所沢北高校 8-3   

     間仲 啓 [3] 

45 3418554  若尾 颯馬 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-3 6-1  

    大盛 優太  

46 3419509  大盛 優太 立教新座高校 8-2   

     間仲 啓 [3] 

47 3421540 Q 松村 元晴 城北埼玉高校  6-1 6-1  

    間仲 啓 [3]  

48 3417895  間仲 啓 [3] 秀明英光高校 8-0   

     間仲 啓 [3] 

49 3419566  小高 拓海 [5] 埼玉平成高校  6-3 6-3

    小高 拓海 [5]  

50 3422018  石野 悠貴 浦和麗明高校 8-1   

     小高 拓海 [5] 

51 3418812  滝口 亮太 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  6-2 6-2  

    滝口 亮太  

52 3420437 Q 忽滑谷 颯太 川越東高校 8-1   

     小高 拓海 [5] 

53 3418556 Q 浅海 東吾 立教新座高校  6-1 6-1  

    松下 颯真  

54 3419543  松下 颯真 ALWAYS TENNIS SCHOOL 8-5   

     石橋 琉 [11] 

55 3421563  佐藤 颯 浦和学院高校  6-2 6-0  

    石橋 琉 [11]  

56 3417997  石橋 琉 [11] 川越東高校 8-1   

     横田 大夢 [2] 

57 3417970  市川 豪 [14] むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-2 6-3

    市川 豪 [14]  

58 3419011  鈴木 仁 正智深谷高校 8-4   

     市川 豪 [14] 

59 3418550  右川 玲央 浦和麗明高校  6-3 6-2  

    新井 義喜  

60 3422328 Q 新井 義喜 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-4   

     横田 大夢 [2] 

61 3419094 Q 松岡 広樹 埼玉栄高校  6-4 6-0  

    松岡 広樹  

62 3418507  柳瀬 慎之介 城西大学付属川越高校 8-2   

     横田 大夢 [2] 

63 3419597  中村 隼 浦和学院高校  6-1 6-3  

    横田 大夢 [2]  

64 3416738  横田 大夢 [2] ETC 8-4  
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1８歳以下男子ダブルス本戦
登録番号 St. 氏名 所属団体 　　　　　　　１R 2R QF SF F

3421769  加藤木 塁 [1] 埼玉平成高校 

1 3417895  間仲 啓 秀明英光高校 加藤木 塁 [1] 

3422044 Q 市原 友晴 伊奈学園総合高校 間仲 啓 

2 3422130  柴田 和哉 伊奈学園総合高校 8-2  加藤木 塁 [1]

3418507  柳瀬 慎之介 城西大学付属川越高校  間仲 啓

3 3419553  秋本 弥也 ﾌｫﾚｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 松村 元晴 6-1 6-2

3421540 Q 松村 元晴 城北埼玉高校 江頭 秀明  

4 3420884  江頭 秀明 城北埼玉高校 8-5  加藤木 塁 [1]

3421821  池山 耕太 川越東高校  間仲 啓

5 3422292  渡邉 将和 川越東高校 河野 拓郎 7-6(0) 6-1

3421712 Q 河野 拓郎 正智深谷高校 鈴木 仁  

6 3419011  鈴木 仁 正智深谷高校 8-6  甲賀 翼 [6]

3419013 Q 平塚 誠広 正智深谷高校  若尾 颯馬

7 3419094  松岡 広樹 埼玉栄高校 甲賀 翼 [6] 6-0 6-1

3421395  甲賀 翼 [6] 浦和麗明高校 若尾 颯馬  

8 3418554  若尾 颯馬 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-2  村上 直樹 [8]

3417459  松下 龍馬 [3] 秀明英光高校  横田 大夢

9 3417461  齋藤 惠佑 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 松下 龍馬 [3] 6-4 6-2

3421404 LL 山森 晴生 [8] 城北埼玉高校 齋藤 惠佑 

3420883  海老澤 彰 城北埼玉高校 8-1  松下 龍馬 [3]

3419068 Q  岩村 祥平  上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 齋藤 惠佑  

10 3418406  関口 兼彰  埼玉栄高校 6-1 6-0

3421753  柳内 大河 慶應義塾志木高校   

11 3417972  鳴戸 雄謙 慶應義塾志木高校 柳内 大河 村上 直樹 [8]

3420042  佐藤 虎 浦和麗明高校 鳴戸 雄謙 横田 大夢

12 3418550  右川 玲央 浦和麗明高校 8-5  3-6 6-3 [10-8]

3420488  清水 幸樹 SYT 月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ   

13 3419073  辻 優輝 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 清水 幸樹 

3422239 Q 安藤 直穂 埼玉平成高校 辻 優輝 

14 3422248  岩渕 優輝 埼玉平成高校 8-2  村上 直樹 [8]

3419564 Q 山口 滉太 川越東高校  横田 大夢

15 3418576  米原 善太 川越東高校 村上 直樹 [8] 6-2 6-1

3419316  村上 直樹 [8] ALWAYS TENNIS SCHOOL 横田 大夢 

16 3416738  横田 大夢 ETC 8-0  村上 直樹 [8] 

3419131  中山 朋和 [7] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  横田 大夢

17 3421569  佐藤 偉 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 中山 朋和 [7] 6-3 6-1

3421817  山本 秀一 浦和学院高校 佐藤 偉  
18 3421809  神崎 心 浦和学院高校 8-3  中田 恭平

3422033  中田 恭平 浦和学院高校  竹井 海樹徒

19 3420044  竹井 海樹徒 浦和学院高校 中田 恭平 6-1 6-2

3420610  佐藤 瑛輝 立教新座高校 竹井 海樹徒 

20 3422018  石野 悠貴 浦和麗明高校 8-5  守谷 岳 [4]

3421861  上原 有翔 昌平高校  真庭 稔

21 3417970  市川 豪 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 大盛 優太 6-4 6-3

3419509  大盛 優太 立教新座高校 辻岡 権 

22 3418975  辻岡 権 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 8-2  守谷 岳 [4]

3421689  清末 蒼太 慶應義塾志木高校  真庭 稔

23 3421915  高橋 黄河 慶應義塾志木高校 守谷 岳 [4] 6-2 7-5

3420661  守谷 岳 [4] 浦和学院高校 真庭 稔 

24 3421559  真庭 稔 浦和学院高校 8-2  守谷 岳 [4]

3417973  横山 蒼馬 [5] 秀明英光高校  真庭 稔

25 3417997  石橋 琉 川越東高校 横山 蒼馬 [5] 6-3 6-3

3421563  佐藤 颯 浦和学院高校 石橋 琉  

26 3420045  秋山 温人 浦和学院高校 8-3  横山 蒼馬 [5]

3418812  滝口 亮太 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  石橋 琉

27 3418572  石関 皓 ﾌﾟﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 宮里 亮 6-3 6-3

3419653  宮里 亮 川越東高校 根井 寛人 

28 3419487  根井 寛人 川越東高校 8-4  小高 拓海 [2]

3421726  奥山 航汰 慶應義塾志木高校  望月 海琴

29 3421686  鈴木 晴貴 慶應義塾志木高校 冨田 拓海 6-4 6-2

3419993  冨田 拓海 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 石田 凜太郎 

30 3419087  石田 凜太郎 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや 8-4  小高 拓海 [2]

3418599 Q 三村 栄以知 ALWAYS TENNIS SCHOOL  望月 海琴

31 3419532  菅沼 嘉文 春日部高校 小高 拓海 [2] 6-2 6-2

3419566  小高 拓海 [2] 埼玉平成高校 望月 海琴  

32 3418025  望月 海琴 埼玉平成高校 8-1  
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登録番号 
St
. 氏名 所属団体 　　　　　　　１R ２R ３R QF SF

    

1 3460381  星野 遥香 [1] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  F

    星野 遥香 [1] 浮田 愛未 [3]

2   Bye    6-1 6-1

     星野 遥香 [1] 

3 3460683  中川 杏子 埼玉平成高校  6-4 6-1  

    中川 杏子  

4 3461587  堤 玲伊 伊奈学園総合高校 8-0   

     星野 遥香 [1] 

5 3461727  伊藤 舞香 伊奈学園総合高校  6-1 4-6 6-2  

    本庄 翆菜  

6 3460672  本庄 翆菜 栄東高校 8-2   

     蝦名 莉子 [13] 

7 3461698  塚崎 杏 伊奈学園総合高校  6-3 6-0  

    蝦名 莉子 [13]  

8 3460905  蝦名 莉子 [13] 秀明英光高校 8-0   

     北村 千咲 [6] 

9 3461685  西村 瑠生 [11] 浦和学院高校  6-3 6-4

    西村 瑠生 [11]  

10 3461574  今泉 彩華 伊奈学園総合高校 8-0   

     西村 瑠生 [11] 

11 3460664 前田 花歩 浦和北高校  6-0 6-1  

    前田 花歩  

12 3461778  原 璃子 川口高校 8-0   

     北村 千咲 [6] 

13 3461580  猪口 友梨 岩槻高校  6-2 6-3  

    舘 まりか  

14 3460767  舘 まりか 川越南高校 8-1   

     北村 千咲 [6] 

15 3460312  植木 里咲 浦和学院高校  6-0 6-0  

    北村 千咲 [6]  

16 3460739  北村 千咲 [6] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-1   

     重田 夢亜 [4] 

17 3460481  重田 夢亜 [4] 秀明英光高校  5-7 7-5 6-4

    重田 夢亜 [4]  

18 3461272  奈良 祐愛 叡明高校 8-1   

     重田 夢亜 [4] 

19 3460690  中島 萌心 ﾌﾟﾗｽαﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ  6-0 6-0  

    石川 萌花  

20 3460550  石川 萌花 埼玉栄高校 8-3   

     重田 夢亜 [4] 

21 3461584  平川 満侑 伊奈学園総合高校  6-4 6-2  

    野口 瑠花  

22 3461581  野口 瑠花 岩槻高校 8-3   

     大久保 萌 

23 3460579  大久保 萌 浦和学院高校  6-3 6-0  

    大久保 萌  

24 3460813  坂元 紗瑛 [16] 浦和麗明高校 8-6   

     重田 夢亜 [4] 

25 3460257  龍前 七彩 [9] 浦和学院高校  6-0 5-7 7-5

    龍前 七彩 [9]  

26 3460410  佐藤 真愛 SYT月見野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-1   

     龍前 七彩 [9] 

27 3461779  鹿倉 有以 浦和学院高校  6-2 6-1  

    柴崎 葵  

28 3461149  柴崎 葵 伊奈学園総合高校 8-0   

     高西 咲里 [7] 

29 3461274  髙村 文乃 伊奈学園総合高校  6-3 6-4  

    髙村 文乃  

30 3460776  長田 帆乃香 浦和麗明高校 8-4   

     高西 咲里 [7] 

31 3461589  植松 祐香 伊奈学園総合高校  6-0 6-4  

    高西 咲里 [7]  

32 3460201  高西 咲里 [7] 浦和学院高校 8-0  

18歳以下女子シングルス本戦

浮田 愛未 [3]

重田 夢亜 [4]
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登録番号 
St
. 氏名 所属団体 　　　　　　　１R ２R ３R QF SF

18歳以下女子シングルス本戦

     

33 3460601  池羽 沙藍 [8] 浦和麗明高校  

    池羽 沙藍 [8] 

34 3461067  浅見 沙羅 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和 8-0   

     池羽 沙藍 [8] 

35 3460582  増田 紗弥 彩ﾃﾆｽｽｸｰﾙ  6-0 6-1  

    増田 紗弥  

36 3461422  四方 咲帆 栄東高校 8-0   

     奥脇 愛莉 [10] 

37 3461792  秀 美月 浦和西高校  5-7 6-2 6-2  

    秀 美月  

38 3461591  細谷 佳代 岩槻高校 8-3   

     奥脇 愛莉 [10] 

39 3461573  野口 真湖 伊奈学園総合高校  6-2 6-3  

    奥脇 愛莉 [10]  

40 3460560  奥脇 愛莉 [10] 秀明英光高校 8-0   

     浮田 愛未 [3]  

41 3460450  稲原 詩音 [14] 秀明英光高校  6-1 6-4

    稲原 詩音 [14]  

42 3461086  西村 彩花 埼玉平成高校 8-1   

     稲原 詩音 [14] 

43 3460775  沓名 紗季 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-2 6-0  

    沓名 紗季  

44 3460755  内村 星菜 岩槻高校 8-4   

     浮田 愛未 [3] 

45 3461585  冨永 麻矢 伊奈学園総合高校  6-1 6-0  

    冨永 麻矢  

46 3460795  松沼 志保 浦和学院高校 8-6   

     浮田 愛未 [3] 

47 3460773  小川 優菜 昌平高校  6-2 6-1  

    浮田 愛未 [3]  

48 3460907  浮田 愛未 [3] 秀明英光高校 8-0   

     浮田 愛未 [3]  

49 3460000  加藤 英佳 [5] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-3 7-6(4)

    加藤 英佳 [5]  

50 3460761  寺門 玲 S.I.T.A 8-6   

     加藤 英佳 [5] 

51 3460789  木村 明香里 ﾗｲｽﾞjr  6-0 6-0  

    木村 明香里  

52 3461276  杉本 翠 大宮高校 8-1   

     加藤 英佳 [5] 

53 3460756  杉本 智彩 浦和学院高校  4-6 7-6(5) 6-3  

    杉本 智彩  

54 3460879  小泉 佳穂 越谷南高校 8-2   

     梅國 莉咲子 [12] 

55 3461194  武井 彩菜 栄東高校  6-1 6-1  

    梅國 莉咲子 [12]  

56 3460539  梅國 莉咲子 [12] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0   

     伊藤 汐里 [2]  

57 3459998  五十嵐 日和 [15] 浦和学院高校  4-6 6-0 6-4

    五十嵐 日和 [15]  

58 3460805  吉澤 玲 越谷南高校 8-0   

     五十嵐 日和 [15] 

59 3460821  笠原 あすか ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  7-5 6-4  

    笠原 あすか  

60 3460686 加田 日菜子 蕨高校 8-5   

     伊藤 汐里 [2] 

61 3460598  仁科 華梨 S.I.T.A  6-0 6-0  

    新井 万由子  

62 3460815  新井 万由子 浦和麗明高校 8-3   

     伊藤 汐里 [2] 

63 3460208  宮代 聖菜 伊奈学園総合高校  6-1 6-0  

    伊藤 汐里 [2]  

64 3460155  伊藤 汐里 [2] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-2  



平成31年度埼玉県ジュニアテニス選手権大会

1８歳以下女子ダブルス本戦
登録番号 St. 氏名 所属団体 　　　　　　１R 2R QF SF F

3459998  五十嵐 日和 [1] 浦和学院高校 

1 3460381  星野 遥香 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 五十嵐 日和 [1] 

    星野 遥香 

2   Bye   五十嵐 日和 [1]

3461149  柴崎 葵 伊奈学園総合高校  星野 遥香

3 3461573  野口 真湖 伊奈学園総合高校 柴崎 葵 6-0 6-2

    野口 真湖  

4   Bye   五十嵐 日和 [1]

3460598  仁科 華梨 S.I.T.A  星野 遥香

5 3460761  寺門 玲 S.I.T.A 仁科 華梨 6-2 6-2

3460789  木村 明香里 ﾗｲｽﾞjr 寺門 玲  

6 3461067  浅見 沙羅 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和 8-5  伊藤 汐里 [6]

     加藤 英佳

7   Bye  伊藤 汐里 [6] 6-0 6-0

3460155  伊藤 汐里 [6] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 加藤 英佳  

8 3460000  加藤 英佳 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  浮田 愛未 [3]

3460907  浮田 愛未 [3] 秀明英光高校  蝦名 莉子

9 3460905  蝦名 莉子 秀明英光高校 浮田 愛未 [3] 6-2 4-6 [10-7]

    蝦名 莉子  

10   Bye   浮田 愛未 [3]

3460683  中川 杏子 埼玉平成高校  蝦名 莉子

11 3460410  佐藤 真愛 SYT月見野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 中川 杏子 6-2 6-2

3460813  坂元 紗瑛 浦和麗明高校 佐藤 真愛  

12 3460795  松沼 志保 浦和学院高校 8-5  浮田 愛未 [3]

3460539  梅國 莉咲子 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  蝦名 莉子

13 3460481  重田 夢亜 秀明英光高校 梅國 莉咲子 6-1 6-3

3461574  今泉 彩華 伊奈学園総合高校 重田 夢亜  

14 3461727  伊藤 舞香 伊奈学園総合高校 8-1  梅國 莉咲子

     重田 夢亜

15   Bye  宮代 聖菜 [8] 6-1 6-0

3460208  宮代 聖菜 [8] 伊奈学園総合高校 髙村 文乃  

16 3461274  髙村 文乃 伊奈学園総合高校  浮田 愛未 [3] 

3460312  植木 里咲 [5] 浦和学院高校  蝦名 莉子

17 3460257  龍前 七彩 浦和学院高校 植木 里咲 [5] 6-2 6-2

    龍前 七彩  
18   Bye   植木 里咲 [5]

3461276  杉本 翠 大宮高校  龍前 七彩

19 3461792  秀 美月 浦和西高校 堤 玲伊 6-1 6-3

3461587  堤 玲伊 伊奈学園総合高校 植松 祐香  

20 3461589  植松 祐香 伊奈学園総合高校 8-5  奥脇 愛莉

     稲原 詩音

21   Bye  奥脇 愛莉 6-2 6-7(7) [10-4]  

3460560  奥脇 愛莉 秀明英光高校 稲原 詩音  

22 3460450  稲原 詩音 秀明英光高校  奥脇 愛莉

     稲原 詩音

23   Bye  北村 千咲 [4] 7-6(3) 6-1

3460739  北村 千咲 [4] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 池羽 沙藍  

24 3460601  池羽 沙藍 浦和麗明高校  西村 瑠生 [2]

3460672  本庄 翆菜 [7] 栄東高校  高西 咲里

25 3461194  武井 彩菜 栄東高校 本庄 翆菜 [7] 6-0 7-6(2)

    武井 彩菜  

26   Bye   大久保 萌

3460579  大久保 萌 浦和学院高校  杉本 智彩

27 3460756  杉本 智彩 浦和学院高校 大久保 萌 6-2 4-6 [10-7]

3460582  増田 紗弥 彩ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 杉本 智彩  

28 3460773  小川 優菜 昌平高校 8-5  西村 瑠生 [2]

3461585  冨永 麻矢 伊奈学園総合高校  高西 咲里

29 3461584  平川 満侑 伊奈学園総合高校 新井 万由子 6-3 6-0

3460815  新井 万由子 浦和麗明高校 長田 帆乃香  

30 3460776  長田 帆乃香 浦和麗明高校 8-1  西村 瑠生 [2]

     高西 咲里

31   Bye  西村 瑠生 [2] 6-3 6-4

3461685  西村 瑠生 [2] 浦和学院高校 高西 咲里  

32 3460201  高西 咲里 浦和学院高校  
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登録番号 
St
. 氏名 所属団体 　　　　　　　１R ２R ３R QF SF

    

1 3419757  小泉 煕毅 [1] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  F

3420551 LL 柿澤 遼 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 小泉 煕毅 [1] 小泉 煕毅 [1] 

2 3421872  原口 善一  ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-1  6-4 6-1

     小泉 煕毅 [1] 

3 3421931  大串 真也 川越東高校  6-1 6-0  

    後呂 海人  

4 3419327 Q 後呂 海人 川越東高校 8-5   

     小泉 煕毅 [1] 

5 3420656 Q 井坂 亘明 久喜北陽高校  6-0 6-1  

    佐久間 陽登  

6 3420550  佐久間 陽登 U.T.PあたごTC 8-1  

     佐久間 陽登 

7 3422306  大津 拓夢 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-0 6-4  

    鮫島 悠志 [16]  

8 3420349  鮫島 悠志 [16] ALWAYS TENNIS SCHOOL 8-4   

     小泉 煕毅 [1] 

9 3420367  小林 拓矢 [11] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-0 6-2

    矢崎 英資  

10 3419034  矢崎 英資 Fﾃﾆｽ 8-4   

     池田 凌成 

11 3420055  池田 凌成 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-4 7-5  

    池田 凌成  

12 3420436 Q 渡部 元陽 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-4   

     角田 優太 [8] 

13 3421074  三石 翔 正智深谷高校  6-2 6-2  

    三石 翔  

14 3420919 Q 澤田 一翔 Fﾃﾆｽ 8-4   

     角田 優太 [8] 

15 3420338  門野 美希 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-3 6-3  

    角田 優太 [8]  

16 3421989  角田 優太 [8] 川越東高校 8-2   

     小泉 煕毅 [1] 

17 3419934  時岡 宏斗 [3] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-3 6-4

    時岡 宏斗 [3]  

18 3419559 Q 中川 匠太郎 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽTC 8-0   

     時岡 宏斗 [3] 

19 3420472  小佐々 大輝 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-2 6-0  

    小佐々 大輝  

20 3420359  加藤 遼 城北埼玉中学 8-5   

     時岡 宏斗 [3] 

21 3421001 Q 根本 圭柊 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  7-6(3) 6-3  

    根本 圭柊  

22 3420341 Q 倉中 陽大 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-4   

     京谷 仁 [13] 

23 3419075  石井 尭乃進 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-3 6-2  

    京谷 仁 [13]  

24 3419482  京谷 仁 [13] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-6   

     杉本 耕基 [7]  

25 3419088  平川 朝陽 [9] むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  7-5 6-1

    平川 朝陽 [9]  

26 3419821  新井 颯太 Fﾃﾆｽ 8-2   

     平川 朝陽 [9] 

27 3420080  西嶋 優太朗 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-2 6-1  

    西嶋 優太朗  

28 3419927  竹内 来維 浦和学院高校 8-6   

     杉本 耕基 [7] 

29 3421215  瀬尾    涼斗 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-3 6-0  

    瀬尾    涼斗  

30 3420400  芦田 拓翔 H.Y.S 8-0   

     杉本 耕基 [7] 

31 3418588  堀 大輝 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  6-2 6-1  

    杉本 耕基 [7]  

32 3420030  杉本 耕基 [7] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-0  

     

33 3419555  吉田 康浩 [5] U.T.PあたごTC  

    吉田 康浩 [5] 

16歳以下男子シングルス本戦

清水  勇至 [4]

小泉  煕毅 [1] 
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16歳以下男子シングルス本戦

34 3419965  中山 陽 H.Y.S 8-3   

     吉田 康浩 [5] 

35 3419716 Q 望月 陽仁 S.I.T.A  6-2 6-3  

    望月 陽仁  

36 3419901 Q 斎藤 天稀 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-5   

     吉田 康浩 [5] 

37 3421988  田中 遼 浦和学院高校  6-4 6-2  

    田中 遼  

38 3420842 Q 横山 雄紀 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 8-1   

     栗原 颯友 [12] 

39 3419556 Q 加瀬谷 洸旭 S.I.T.A  6-4 6-1  

    栗原 颯友 [12]  

40 3419561  栗原 颯友 [12] H.Y.S 8-6   

     清水  勇至 [4]  

41 3419057  平沢 晃一 [14] U.T.PあたごT.C  7-5 6-1

    平沢 晃一 [14]  

42 3420872  松野 一輝 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-2   

     平沢 晃一 [14] 

43 3420368 Q 稲葉 拓 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  6-0 6-2  

    長久保 龍雅  

44 3419529  長久保 龍雅 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0   

     清水  勇至 [4] 

45 3419941 Q 渡辺 充 H.Y.S  6-3 6-2  

    渡辺 充  

46 3420856  丸谷 圭介 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-6   

     清水  勇至 [4] 

47 3419431  廣池 泰河 ALWAYS TENNIS SCHOOL  6-3 6-2  

    清水  勇至 [4]  

48 3418717  清水  勇至 [4] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-1   

     清水  勇至 [4] 

49 3419308  矢崎 斗弥 [6] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-4 6-1

    矢崎 斗弥 [6]  

50 3420040 Q 沼崎 正志 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 8-0   

     矢崎 斗弥 [6] 

51 3418585 Q 佐藤 壮 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  6-3 6-0  

    藤本 陸来  

52 3420401  藤本 陸来 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-5   

     矢崎 斗弥 [6] 

53 3421091  加藤木 優人 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ  6-2 6-4  

    高橋 康晟  

54 3419135  高橋 康晟 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-3   

     高山 秀汰 [10] 

55 3420826 Q 五反田 隆都 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  6-3 6-4  

    高山 秀汰 [10]  

56 3419105  高山 秀汰 [10] さくら野火止ﾃﾆｽ ｱｶﾃﾞﾐｰ 8-1   

     矢崎 斗弥 [6]  

57 3419508  早川 宗登 [15] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  W.O

    早川 宗登 [15]  

58 3420482  若林 龍樹 ALWAYS TENNIS SCHOOL 8-3   

     加地 弘明 

59 3419598  中村 洸 U.T.PあたごTC  7-6(5) 2-6 6-3  

    加地 弘明  

60 3419602  加地 弘明 S.I.T.A 9-8(5)   

     山田 倫太朗 [2] 

61 3419900  岡本 武琉 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-1 6-4  

    野口 聖  

62 3419468  野口 聖 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和 9-7   

     山田 倫太朗 [2] 

63 3420601  山田 滉葵 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-3 6-2  

    山田 倫太朗 [2]  

64 3420604  山田 倫太朗 [2] U.T.PあたごTC 8-3  
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3419757  小泉 煕毅 [1] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

1 3420604  山田 倫太朗 U.T.PあたごTC 小泉 煕毅 [1]

3419561 Q 栗原 颯友 H.Y.S 山田 倫太朗

2 3419941  渡辺 充 H.Y.S 8-2 小泉 煕毅 [1]

3420826  五反田 隆都 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  山田 倫太朗

3 3420040  沼崎 正志 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 五反田 隆都 6-2 6-0

3421147 Q 師岡 有吾 S.I.T.A 沼崎 正志  

4 3422194  新川 朝日 S.I.T.A 8-5 小泉 煕毅 [1] 

3421410 Q 中嶋 栄心 Fﾃﾆｽ  山田 倫太朗

5 3419821  新井 颯太 Fﾃﾆｽ 丸谷 圭介 6-4 6-3

3420856  丸谷 圭介 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 瀬尾    涼斗  

6 3421215  瀬尾    涼斗 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-1 杉本 耕基

3420030  杉本 耕基 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  矢崎 斗弥

7 3419308  矢崎 斗弥 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 杉本 耕基 6-0 6-3

3420367  小林 拓矢 [8] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 矢崎 斗弥  

8 3419105  高山 秀汰 さくら野火止ﾃﾆｽ ｱｶﾃﾞﾐｰ 8-5 吉田 康浩 [4] 

3419555  吉田 康浩 [4] U.T.PあたごTC  時岡 宏斗

9 3419934  時岡 宏斗 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 吉田 康浩 [4] W.O

3420472  小佐々 大輝 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 時岡 宏斗  

10 3420436  渡部 元陽 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-2 吉田 康浩 [4]

3419110  遠藤 隆馬 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  時岡 宏斗

11 3419273  野口 説亜 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 望月 陽仁 6-7(8) 6-1 [10-4]  

3419716 Q 望月 陽仁 S.I.T.A 関谷 翼  

12 3422241  関谷 翼 埼玉平成高校 8-2  

3421606 LL 松田 和城 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3421033  神戸 凌 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 吉田 康浩 [4] 

3421872  原口 善一  ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  時岡 宏斗

13 3420601  山田 滉葵  ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 中村 洸 6-2 6-2

3419598  中村 洸 U.T.PあたごTC 佐久間 陽登  

14 3420550  佐久間 陽登 U.T.PあたごTC 8-0 中村 洸

3420408  板橋 壱樹 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ  佐久間 陽登

15 3420400  芦田 拓翔 H.Y.S 加地 弘明 [5] 7-6(6) 6-4

3419602  加地 弘明 [5] S.I.T.A 加瀬谷 洸旭

16 3419556  加瀬谷 洸旭 S.I.T.A 8-1 吉田 康浩 [4] 

3418585  佐藤 壮 [6] 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  時岡 宏斗

17 3418588  堀 大輝 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 佐藤 壮 [6] 7-5 6-2

3420490  中村 航太郎 S.I.T.A 堀 大輝  
18 3420468  田沼 駿 S.I.T.A 8-1 三石 翔

3421027 Q 山中 達矢 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ  後呂 海人

19 3419963  皆川 優 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 三石 翔 6-3 7-5

3421074  三石 翔 正智深谷高校 後呂 海人

20 3419327  後呂 海人 川越東高校 8-0 田中 遼

3419508 Q 早川 宗登 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  竹内 来維

21 3419075  石井 尭乃進 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 早川 宗登 7-5 5-7 [10-6]

3420080  西嶋 優太朗 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 石井 尭乃進  

22 3419468  野口 聖 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和 8-6 田中 遼

3421988  田中 遼 浦和学院高校  竹内 来維

23 3419927  竹内 来維 浦和学院高校 田中 遼 7-5 6-1

3419482  京谷 仁 [3] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 竹内 来維

24 3419529  長久保 龍雅 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-6 平川 朝陽 [2]

3420341  倉中 陽大 [7] ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  清水  勇至

25 3420338  門野 美希 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 中山 陽 6-4 6-2

3419965 Q 中山 陽 H.Y.S 加藤木 優人  

26 3421091  加藤木 優人 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 8-5 矢崎 英資

3419900  岡本 武琉 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  高橋 康晟

27 3419961  高橋 束瑳 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 矢崎 英資 6-3 7-5

3419034  矢崎 英資 Fﾃﾆｽ 高橋 康晟

28 3419135  高橋 康晟 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-3 平川 朝陽 [2]

3419431  廣池 泰河 ALWAYS TENNIS SCHOOL  清水  勇至

29 3420349  鮫島 悠志 ALWAYS TENNIS SCHOOL 大串 真也 6-1 6-4

3421931  大串 真也 川越東高校 角田 優太  

30 3421989  角田 優太 川越東高校 8-3 平川 朝陽 [2]

3421457 Q 志摩 大輔 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ  清水  勇至

31 3420842  横山 雄紀 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 平川 朝陽 [2] 6-3 6-3

3419088  平川 朝陽 [2] むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 清水  勇至  
32 3418717  清水  勇至 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0
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1 3460822  内田 結菜 [1] むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  F

    内田 結菜 [1] 星野 桃花 [6]  

2   Bye    1-6 6-2 6-4

     内田 結菜 [1] 

3 3460939  水村 藍 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ  6-1 6-2  

    水村 藍  

4 3460955  増川 日和 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-4   

     内田 結菜 [1] 

5 3460819  中村 真桜 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-3 6-4  

    中村 真桜  

6 3461294  藤井 愛瑠 H.Y.S 8-4   

     飯塚 萌々子 [13] 

7 3461347  関根 えりか Fﾃﾆｽ  7-6(1) 4-6 6-4  

    飯塚 萌々子 [13]  

8 3460916  飯塚 萌々子 [13] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-3   

     星野 桃花 [6]  

9 3460745  角田 智 [9] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-3 4-6 6-3

    角田 智 [9]  

10   Bye    

     角田 智 [9] 

11 3460561  青山 奈永 Fﾃﾆｽ  6-1 6-2  

    青山 奈永  

12 3461273  中田 香珠羽 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 8-6   

     星野 桃花 [6] 

13 3461632  前田 彩花 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ  6-3 6-2  

    伊藤 菖  

14 3460764  伊藤 菖 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-0   

     星野 桃花 [6] 

15   Bye   6-1 6-2  

    星野 桃花 [6]  

16 3460685  星野 桃花 [6] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ   

     星野 桃花 [6]  

17 3461036  小島 彩那 [3] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-2 6-4

    小島 彩那 [3]  

18   Bye    

     小島 彩那 [3] 

19 3461345  星 智海 ﾁｰﾑ幡羅  6-0 6-0  

    細野 実咲  

20 3461673  細野 実咲 開智中高一貫部 8-3   

     小島 彩那 [3] 

21 3461290  中村 結子 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-2 7-6(4)  

    麻生 菜月  

22 3461278  麻生 菜月 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0   

     窪田 恵菜 [14] 

23 3460778  井坂 理乃 ETC  6-4 7-5  

    窪田 恵菜 [14]  

24 3460920  窪田 恵菜 [14] ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-6   

     横田 真央 [11] 

25 3460399  横田 真央 [11] ETC  6-4 4-6 6-2

    横田 真央 [11]  

26 3461180  宮沢 凜花 Novice Tennis Team 8-1   

     横田 真央 [11] 

27 3460924  山口 結子 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-1 6-1  

    山口 結子  

28 3461093  丸山 悠姫 ﾃﾆｽｽﾀｼﾞｵ川口 8-1   

     横田 真央 [11] 

29 3460933  大河原 惟 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-4 6-2  

    大河原 惟  

30 3461285  小林 陽菜 Fﾃﾆｽ 8-2   

     高村 英果 [8] 

31   Bye   6-4 7-5  

    高村 英果 [8]  

32 3460558  高村 英果 [8] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  

     

16歳以下女子シングルス本戦

星野 桃花 [6]

風間 菜花 [7]
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33 3460551  上伊倉 理子 [5] 浦和麗明高校  

    上伊倉 理子 [5] 

34   Bye    

     上伊倉 理子 [5] 

35 3461805 清水 月菜 星野学園中学校  6-0 6-1  

    鈴木 ひな乃  

36 3460934  鈴木 ひな乃 TEAM NORTH 8-3   

     上伊倉 理子 [5] 

37 3461804  根本 結名 ALWAYS TENNIS SCHOOL  6-1 6-1  

    逸木 玲菜  

38 3461074  逸木 玲菜 H.Y.S 8-1   

     橋本 沙耶 [12] 

39 3461530  山下 京美 鴻巣ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-2 6-3  

    橋本 沙耶 [12]  

40 3460788  橋本 沙耶 [12] H.Y.S 8-0   

     奥脇 莉音 [4]  

41 3461247  塩田 夢花 [16] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-2 6-4

    塩田 夢花 [16]  

42 3461061  岡崎 凜 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-1   

     塩田 夢花 [16] 

43 3460948  高橋 琴葉 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-0 6-2  

    高橋 琴葉  

44 3461337  江原 来桃 吉見ｼﾞｭﾆｱTC 8-6   

     奥脇 莉音 [4] 

45 3461537  望月 瑞菜 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-3 6-4  

    望月 瑞菜  

46 3461534  須藤 歩純 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0   

     奥脇 莉音 [4] 

47   Bye   6-0 6-2  

    奥脇 莉音 [4]  

48 3460569  奥脇 莉音 [4] Fﾃﾆｽ   

     風間 菜花 [7]  

49 3460783  風間 菜花 [7] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  4-6 6-3 6-2

    風間 菜花 [7]  

50   Bye    

     風間 菜花 [7] 

51 3460923  石丸 愛海香 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  7-5 6-2  

    石丸 愛海香  

52 3460777  長田 萌瑛香 ﾌﾟﾗｽαﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 8-1   

     風間 菜花 [7] 

53 3461475  川島 千明 ETC  6-4 7-6(5)  

    小塚 しおり  

54 3460794  小塚 しおり ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-3   

     丹下 愛菜 [10] 

55   Bye   6-2 6-2  

    丹下 愛菜 [10]  

56 3461677  丹下 愛菜 [10] S.I.T.A   

      風間 菜花 [7] 

57 3460900  鈴木 千尋 [15] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  4-6 7-5 6-3

    鈴木 千尋 [15]  

58 3460882  宮下 智華 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-1   

     鈴木 千尋 [15] 

59 3461080  高村 佳奈 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-1 6-2  

    土屋 海音  

60 3460958  土屋 海音 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 8-1   

     鈴木 梨子 [2] 

61 3460638  平沢 祐月 鴻巣ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  7-5 6-4  

    平沢 祐月  

62 3461160  渡邉 天音 ALWAYS TENNIS SCHOOL 8-3   

     鈴木 梨子 [2] 

63   Bye   6-1 7-5  

    鈴木 梨子 [2]  

64 3461165  鈴木 梨子 [2] 浦和学院高校  
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3460569  奥脇 莉音 [1] Fﾃﾆｽ 

1 3460788  橋本 沙耶 H.Y.S 奥脇 莉音 [1]

    橋本 沙耶

2   Bye   奥脇 莉音 [1]

3461294  藤井 愛瑠 H.Y.S  橋本 沙耶

3 3461074  逸木 玲菜 H.Y.S 増川 日和 6-2 6-4

3460955  増川 日和 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 山口 結子  

4 3460924  山口 結子 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-6 上伊倉 理子 [8] 

3460819  中村 真桜 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  角田 智 

5 3460933  大河原 惟 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 塩田 夢花 1-6 6-4[11-9]

3461247  塩田 夢花 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 青山 奈永  

6 3460561  青山 奈永 Fﾃﾆｽ 8-4 上伊倉 理子 [8]

     角田 智

7   Bye  上伊倉 理子 [8] 6-2 6-4

3460551  上伊倉 理子 [8] 浦和麗明高校 角田 智  

8 3460745  角田 智 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  鈴木 梨子 [3]

3461165  鈴木 梨子 [3] 浦和学院高校  風間 菜花

9 3460783  風間 菜花 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 鈴木 梨子 [3] 6-1 6-3

    風間 菜花  

10   Bye   鈴木 梨子 [3]

3461036  小島 彩那 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  風間 菜花

11 3460558  高村 英果 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 小島 彩那 6-2 6-2

    高村 英果  

12   Bye   鈴木 梨子 [3]

3461804  根本 結名 ALWAYS TENNIS SCHOOL  風間 菜花

13 3461160  渡邉 天音 ALWAYS TENNIS SCHOOL 宮下 智華 6-3 6-0

3460882  宮下 智華 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 岡崎 凜  

14 3461061  岡崎 凜 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-0 窪田 恵菜 [6]

     鈴木 ひな乃

15   Bye  窪田 恵菜 [6] 7-6(0) 6-3

3460920  窪田 恵菜 [6] ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 鈴木 ひな乃  

16 3460934  鈴木 ひな乃 TEAM NORTH  鈴木 梨子 [3]

3460685  星野 桃花 [5] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  風間 菜花

17 3460900  鈴木 千尋 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 星野 桃花 [5] 6-1 7-5

    鈴木 千尋  

18   Bye   星野 桃花 [5]

3461673  細野 実咲 開智中高一貫部  鈴木 千尋

19 3461080  高村 佳奈 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 細野 実咲 6-0 6-1

    高村 佳奈  

20   Bye   星野 桃花 [5]

3460939  水村 藍 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ  鈴木 千尋

21 3460777  長田 萌瑛香 ﾌﾟﾗｽαﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 水村 藍 6-4 6-4

3460958  土屋 海音 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 長田 萌瑛香  

22 3461537  望月 瑞菜 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 9-7 井坂 理乃 [4]

     横田 真央

23   Bye  井坂 理乃 [4] 6-0 6-1

3460778  井坂 理乃 [4] ETC 横田 真央  

24 3460399  横田 真央 ETC  星野 桃花 [5]

3460923  石丸 愛海香 [7] ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  鈴木 千尋

25 3460916  飯塚 萌々子 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 石丸 愛海香 [7] 6-4 6-4

    飯塚 萌々子  

26   Bye   石丸 愛海香 [7]

3461273  中田 香珠羽 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ  飯塚 萌々子

27 3461278  麻生 菜月 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 中田 香珠羽 6-2 6-7(7) 12-10

    麻生 菜月  

28   Bye   伊藤 菖 [2]

3461285  小林 陽菜 Fﾃﾆｽ  小塚 しおり

29 3461347  関根 えりか Fﾃﾆｽ 小林 陽菜 6-4 6-4

3461808 山﨑 七渚 千間台中学校 関根 えりか  

30 3461807  川島 萌々香 千間台中学校 8-0 伊藤 菖 [2]

     小塚 しおり

31   Bye  伊藤 菖 [2] 6-1 6-3

3460764  伊藤 菖 [2] ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 小塚 しおり  

32 3460794  小塚 しおり ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  
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1 3420308  宮川 侑士 [1] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  F

    宮川 侑士 [1] 茂木 一希 [2] 

2 3421971 Q 田中 亮 Fﾃﾆｽ 8-0   75 60

     宮川 侑士 [1] 

3 3421388 Q 忽滑谷 駿介 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-2 6-0  

    忽滑谷 駿介  

4 3420864 Q 押田 雅也 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 8-3   

     宮川 侑士 [1] 

5 3420456  吉岡 瑞貴 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-1 6-1

    星野 漣太  

6 3420433  星野 漣太 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-4   

     野口 礼斗 [14]  

7 3420887  荻上 悠雅 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  5-7 7-5 6-4  

    野口 礼斗 [14]  

8 3420027  野口 礼斗 [14] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-2   

     金田 悠来 [6] 

9 3421898  早川 登真 [10] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-2 6-1

    早川 登真 [10]  

10 3419999  藤由 蓮矢 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-4   

     桑原 勘太 

11 3421428  小沢 英 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ  6-4 7-5  

    桑原 勘太  

12 3420950  桑原 勘太 ALWAYS TENNIS SCHOOL 8-4   

     金田 悠来 [6] 

13 3421423 Q 高橋 優輝 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ  6-2 3-6 6-2

    松元 佑悟  

14 3422280  松元 佑悟 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-5   

     金田 悠来 [6] 

15 3420333 Q 小松田 龍太 S.I.T.A  6-0 6-0  

    金田 悠来 [6]  

16 3420487  金田 悠来 [6] ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-6   

     金田 悠来 [6]

17 3419924  石橋 万佐希 [4] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  6-0 6-0

    石橋 万佐希 [4]  

18 3421477  但馬 秀梧 Fﾃﾆｽ 8-0   

     石橋 万佐希 [4] 

19 3420375  田村 隼乙 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-4 6-2  

    田村 隼乙  

20 3420447  猪俣 有 Fﾃﾆｽ 8-6   

     石橋 万佐希 [4] 

21 3419977  根本 晃征 Fﾃﾆｽ  6-2 6-0

    笹本 龍哉  

22 3420940  笹本 龍哉 ALWAYS TENNIS SCHOOL 9-8(5)   

     宮崎 馨伸 

23 3420984  宮崎 馨伸 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-4 6-4  

    宮崎 馨伸  

24 3421552  池本 叶羽 [16] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 8-4   

     石橋 万佐希 [4] 

25 3420457  柳沢 昊 [11] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-4 6-1

    藤田 哲平  

26 3420070  藤田 哲平 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ 8-3   

     藤田 哲平 

27 3420862  上山 湊平 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-3 6-2  

    根井 温己  

28 3420431  根井 温己 Fﾃﾆｽ 8-3   

     粕谷 太洋 [7] 

29 3420050  齋藤 真輝 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-3 6-2

    齋藤 真輝  

30 3421292 Q 西川 慶輝 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-1   

     粕谷 太洋 [7] 

31 3421429 Q 長﨑 巧真 ﾁｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ岡部  6-4 7-5  

    粕谷 太洋 [7]  

32 3420937  粕谷 太洋 [7] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 8-4  

     

14歳以下男子シングルス本戦

金田 悠来 [6]

茂木 一希 [2]
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14歳以下男子シングルス本戦

33 3420209  山口 達人 [8] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  

    会田 湧紀 

34 3420473  会田 湧紀 Fﾃﾆｽ 8-4   

     山﨑 直太朗 

35 3421107  山﨑 直太朗 ETC  2-6 6-4 6-1  

    山﨑 直太朗  

36 3420827  峯岸 修三 ALWAYS TENNIS SCHOOL 9-8(3)   

     仁科 颯太 [9] 

37 3420501  岸 勇輝 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  6-2 6-4

    遠藤 陽斗  

38 3420751 Q 遠藤 陽斗 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-6   

     仁科 颯太 [9] 

39 3421372  上方 拓真 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-2 6-1  

    仁科 颯太 [9]  

40 3419990  仁科 颯太 [9] S.I.T.A 8-4   

     仁科 颯太 [9] 

41 3420471  飯野 慶人 [13] ﾁｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ岡部  4-6 7-5 6-4

    飯野 慶人 [13]  

42 3420465 Q 樫村 彪真 H.Y.S 8-2   

     藤川 泰成 

43 3420373  松永 順平 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-4 6-4  

    藤川 泰成  

44 3420480  藤川 泰成 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-2   

     大和 大河 [3] 

45 3421504  中島　結一郎 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  6-1 6-3

    中島　結一郎  

46 3421490 Q 中村 一紀 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-5   

     大和 大河 [3] 

47 3421866 Q 和田 一輝 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-1 6-3  

    大和 大河 [3]  

48 3421110  大和 大河 [3] U.T.P.あたごTC 8-4   

     茂木 一希 [2]

49 3420608  増田 真吾 [5] U.T.PあたごTC  6-2 6-1

    増田 真吾 [5]  

50 3420036  小田原 涼 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 8-3   

     増田 真吾 [5] 

51 3421035 Q 寺内 大慶 ALWAYS TENNIS SCHOOL  6-3 6-3  

    伊東 諒馬  

52 3420941  伊東 諒馬 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-5   

     増田 真吾 [5] 

53 3421333  久保田 和樹 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-1 6-3

    神田 隆成  

54 3420837  神田 隆成 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-2   

     上野 温洋 [12] 

55 3421078 Q 岡部 温人 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-3 3-6 6-1  

    上野 温洋 [12]  

56 3420904  上野 温洋 [12] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-3   

     茂木 一希 [2]

57 3420287  山田 竜也 [15] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  7-5 6-3

    山田 竜也 [15]  

58 3421003 Q 林 蓮汰郎 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-1   

     山田 竜也 [15] 

59 3420991  藤本 修 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  7-5 6-4  

    藤崎 幹大  

60 3420870 Q 藤崎 幹大 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-2   

     茂木 一希 [2] 

61 3420990  小濱 有真 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-4 6-2

    小濱 有真  

62 3420512  大出 司 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-3   

     茂木 一希 [2] 

63 3420444 Q 小野寺 陸 H.Y.S  6-1 6-1  

    茂木 一希 [2]  

64 3420054  茂木 一希 [2] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0  



平成31年度埼玉県ジュニアテニス選手権大会

14歳以下男子ダブルス本戦
登録番号 St. 氏名 所属団体 　　　　　　　１R 2R QF SF F

3421372  上方 拓真 [1] ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

1 3420209  山口 達人 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 上方 拓真 [1]

3420850  坂田 快斗 ｳｨﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ熊谷 山口 達人

2 3421551  岡安 快 ｳｨﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ熊谷 8-0 上方 拓真 [1]

3420373  松永 順平 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  山口 達人

3 3420887  荻上 悠雅 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 松永 順平 6-1 6-1

3421429 Q 長﨑 巧真 ﾁｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ岡部 荻上 悠雅  

4 3420471  飯野 慶人 ﾁｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ岡部 9-8(5) 上方 拓真 [1]

3421059  村岡 昂翔 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  山口 達人

5 3421409  瀧澤 照英 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 但馬 秀梧 6-7(3) 6-4 [10-5]  

3421477 Q 但馬 秀梧 Fﾃﾆｽ 長竹 理壱  

6 3421518  長竹 理壱 Fﾃﾆｽ 8-2 猪俣 有

3420447 Q 猪俣 有 Fﾃﾆｽ  田中 亮

7 3421971  田中 亮 Fﾃﾆｽ 猪俣 有 6-3 6-0

3420457  柳沢 昊 [8] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 田中 亮  

8 3420837  神田 隆成 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-2 石橋 万佐希 [6]

3421552  池本 叶羽 [4] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  金田 悠来

9 3420937  粕谷 太洋 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 池本 叶羽 [4] 4-6 6-3 [10-2]

3420972  小林 耀汰 Fﾃﾆｽ 粕谷 太洋  

10 3419977  根本 晃征 Fﾃﾆｽ 8-3 池本 叶羽 [4]

3420444  小野寺 陸 H.Y.S  粕谷 太洋

11 3420070  藤田 哲平 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ 小野寺 陸 6-2 6-3

3420512  大出 司 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 藤田 哲平  

12 3420036  小田原 涼 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 8-6 石橋 万佐希 [6] 

3421464  塚田 レイ ALWAYS TENNIS SCHOOL  金田 悠来

13 3421299  岩﨑 颯 ALWAYS TENNIS SCHOOL 会田 湧紀 6-2 3-6 [10-6]

3420473  会田 湧紀 Fﾃﾆｽ 根井 温己  

14 3420431  根井 温己 Fﾃﾆｽ 8-1 石橋 万佐希 [6] 

3422280 Q 松元 佑悟 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  金田 悠来

15 3421363  松本 忠邦 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 石橋 万佐希 [6] 6-0 6-1

3419924  石橋 万佐希 [6] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 金田 悠来  

16 3420487  金田 悠来 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-2 増田 真吾

3420287  山田 竜也 [5] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  大和 大河

17 3420054  茂木 一希 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 山田 竜也 [5] 6-2 6-1

3420433  星野 漣太 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 茂木 一希  

18 3420870  藤崎 幹大 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-3 山田 竜也 [5]

3420308  宮川 侑士 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  茂木 一希

19 3420050  齋藤 真輝 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 宮川 侑士 6-2 7-6(5)

3420326 Q 中村 颯太 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 齋藤 真輝  

20 3420864  押田 雅也 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 8-0 増田 真吾

3419990  仁科 颯太 S.I.T.A  大和 大河

21 3420333  小松田 龍太 S.I.T.A 増田 真吾 6-4 3-6 [10-4]

3420608  増田 真吾 U.T.PあたごTC 大和 大河  

22 3421110  大和 大河 U.T.P.あたごTC 8-4 増田 真吾

3420990  小濱 有真 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  大和 大河

23 3421065  木村 幸翔 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 上山 峻平 [3] 6-3 6-1

3420863  上山 峻平 [3] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 上山 湊平  

24 3420862  上山 湊平 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 9-7 増田 真吾

3421333  久保田 和樹 [7] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  大和 大河

25 3420480  藤川 泰成 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 久保田 和樹 [7] 6-2 6-0

3421387 Q 黒崎 隆吾 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 藤川 泰成  

26 3420511  齋藤 寛太 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-4 田村 隼乙

3420984  宮崎 馨伸 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  野口 礼斗

27 3421388  忽滑谷 駿介 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 田村 隼乙 2-6 6-2 [10-4]

3420375  田村 隼乙 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 野口 礼斗  

28 3420027  野口 礼斗 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-1 田村 隼乙

3421007 Q 宇佐見 葉紅 ALWAYS TENNIS SCHOOL  野口 礼斗

29 3420940  笹本 龍哉 ALWAYS TENNIS SCHOOL 宇佐見 葉紅 6-0 6-3

3421490 Q 中村 一紀 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 笹本 龍哉  

30 3420456  吉岡 瑞貴 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-4 上野 温洋 [2]

3421428  小沢 英 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ  早川 登真

31 3421423  高橋 優輝 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 上野 温洋 [2] 6-2 6-2

3420904  上野 温洋 [2] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 早川 登真  

32 3421898  早川 登真 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-4
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1 3460949  松田 光 [1] 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  F

    松田 光 [1] 小川 知紗 [4]

2 3461392 Q 小野田 桜花 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0   64 64

     松田 光 [1] 

3 3461480  田中 結菜 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-2 6-0  

    前田 桃佳  

4 3461383  前田 桃佳 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-1   

     松田 光 [1] 

5 3461515  木村 優月 ﾁｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ岡部  6-0 6-0

    中村 好葉  

6 3461104 Q 中村 好葉 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-6   

     鈴木 瑠莉 [14] 

7 3461629 Q 江原 優花 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-0 6-0  

    鈴木 瑠莉 [14]  

8 3461244  鈴木 瑠莉 [14] ﾃﾆｽﾊｳｽfun 8-0   

     小野 美空 [6] 

9 3461679 小嶋 遥夏 [10] TAI tennis school 三郷  6-4 6-4

    小嶋 遥夏 [10]  

10 3461408  瀬尾 朱里 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-5   

     小嶋 遥夏 [10] 

11 3461305  三村 芽以 ALWAYS TENNIS SCHOOL  6-4 6-3  

    黒田 結生  

12 3461243  黒田 結生 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 8-2   

     小野 美空 [6] 

13 3461461 Q 松本 知花 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-2 6-4

    松本 知花  

14 3461505  後藤 結夏 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-3   

     小野 美空 [6] 

15 3461377  三上 柑奈 ﾃﾆｽﾊｳｽfun  6-0 6-0  

    小野 美空 [6]  

16 3461043  小野 美空 [6] ETC 8-0   
     小川 知紗 [4]

17 3460876  小川 知紗 [4] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  3-6 6-2 6-2

    小川 知紗 [4]  
18 3461277  植野 桃子 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0   

     小川 知紗 [4] 

19 3461314  松本 愛俐 TEAM NORTH  6-0 6-0  

    松本 愛俐  

20 3461438  中田 瑞歩 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 9-7   

     小川 知紗 [4] 

21 3461286  中務 亜子 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-0 6-0

    中務 亜子  

22 3461292  武藤 ゆう ｳｲﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ熊谷 8-2   

     中務 亜子 

23 3461088  川田 芹奈 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-1 6-1  

    氷室 遥嘉 [16]  

24 3461342  氷室 遥嘉 [16] H.Y.S 9-8(3)   

     小川 知紗 [4] 

25 3461308  田中 舞璃花 [9] ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-4 6-0

    田中 舞璃花 [9]  

26 3461236 Q 吉野 結衣 Fﾃﾆｽ 8-3   

     田中 舞璃花 [9] 

27 3461089  地田 葵 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-4 7-5  

    地田 葵  

28 3461078 Q 日向 美優 ﾌｫﾚｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-3   

     近藤 彩菜 [8] 

29 3461654  渡辺 ほのみ H.Y.S  6-3 6-4

    渡辺 ほのみ  

30 3461540  成田 佳鈴 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-1   

     近藤 彩菜 [8] 

31 3461551  石塚 志歩 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  4-6 6-1 6-1  

    近藤 彩菜 [8]  

32 3461503  近藤 彩菜 [8] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 8-1  

14歳以下女子シングルス本戦

小川 知紗 [4] 

丸山 千文 [7] 
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14歳以下女子シングルス本戦

     

33 3461353  伊東 磨希 [5] U.T.PあたごTC  

    伊東 磨希 [5] 

34 3461254  長島 愛結 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-2   

     伊東 磨希 [5] 

35 3461348 Q 厚木 桜花 Fﾃﾆｽ  6-2 6-0  

    那須 涼蘭  

36 3461469  那須 涼蘭 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-2   

     伊東 磨希 [5] 

37 3461296 Q 田嶋 柚良 ﾁｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ岡部  

    大久保 まこ  

38 3461070  大久保 まこ Fﾃﾆｽ 8-1   

     稲葉 陽菜 [11] 

39 3461464 Q 瀧澤 茉央 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-0 6-1  

    稲葉 陽菜 [11]  

40 3461256  稲葉 陽菜 [11] Fﾃﾆｽ 8-1   

     瓜生 莉央 [3] 

41 3460932  井上 杏咲 [15] 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-4 6-0

    井上 杏咲 [15]  

42 3461399 Q 中村 美海 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-2   

     永田 理々子 

43 3461594  永田 理々子 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-4 6-3  

    永田 理々子  

44 3460798 Q 佐々木 真楓 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 8-2   

     瓜生 莉央 [3] 

45 3461248  木村 心優 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-2 6-1

    木村 心優  

46 3461633  高谷 心結 Novice Tennis Team 8-3   

     瓜生 莉央 [3] 

47 3461443 Q 松井 日向子 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-1 7-5  

    瓜生 莉央 [3]  

48 3461206  瓜生 莉央 [3] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-0   
     丸山 千文 [7]

49 3461054  丸山 千文 [7] ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-4 6-4

    丸山 千文 [7]  
50 3461239  大川 あい ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 8-1   

     丸山 千文 [7] 

51 3461045  遠藤 優佳 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ  6-0 6-1  

    大久保 藍  

52 3461064  大久保 藍 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-4   

     丸山 千文 [7] 

53 3461668 Q 三石 ひかり tennis team Mt  6-4 6-2

    柿澤 りん  

54 3461252  柿澤 りん さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-2   

     吉田 琴音 [12] 

55 3461796 Q 佐藤 佳奈 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや  6-0 6-1  

    吉田 琴音 [12]  

56 3461044  吉田 琴音 [12] Fﾃﾆｽ 8-0   

     丸山 千文 [7] 

57 3461237  金谷 優香 [13] ｳｨﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ熊谷  5-7 6-2 6-0

    渡辺 ほなみ  

58 3461653  渡辺 ほなみ H.Y.S 8-3   

     渡辺 ほなみ 

59 3461368  古城 さくら H.Y.S  6-4 6-1  

    齋藤 志葵  

60 3461245  齋藤 志葵 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-6   

     朝倉 優奈 [2] 

61 3461656 Q 佐藤 緒子 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-1 6-1

    入江 咲希  

62 3461453 Q 入江 咲希 ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾 8-1   

     朝倉 優奈 [2] 

63 3461193  樫村 知実 H.Y.S  6-1 6-3  

    朝倉 優奈 [2]  

64 3461111  朝倉 優奈 [2] U.T.PあたごTC 8-0  

6-7(3) 6-1 6-2  
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3460949  松田 光 [1] 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

1 3461206  瓜生 莉央 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 松田 光 [1]

    瓜生 莉央

2   Bye   松田 光 [1]

3461248  木村 心優 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  瓜生 莉央

3 3461193  樫村 知実 H.Y.S 木村 心優 6-0 6-0

3461479  村上 芭菜 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 樫村 知実  

4 3461461  松本 知花 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-3 松田 光 [1]

3461470  仙波 瑚希未 ﾌｫﾚｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  瓜生 莉央

5 3461078  日向 美優 ﾌｫﾚｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 井上 杏咲 6-1 6-1

3460932  井上 杏咲 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 柿澤 りん  

6 3461252  柿澤 りん さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-1 渡辺 ほなみ [7]

3461301  千葉 こころ ﾁｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ岡部  渡辺 ほのみ

7 3461515  木村 優月 ﾁｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ岡部 渡辺 ほなみ [7] 7-5 6-3

3461653  渡辺 ほなみ [7] H.Y.S 渡辺 ほのみ  

8 3461654  渡辺 ほのみ H.Y.S 8-0 松田 光 [1]

3461054  丸山 千文 [4] ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  瓜生 莉央

9 3461308  田中 舞璃花 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 丸山 千文 [4] 6-1 6-3

3461292  武藤 ゆう ｳｲﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ熊谷 田中 舞璃花  
10 3461237  金谷 優香 ｳｨﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ熊谷 8-4 丸山 千文 [4]

3461044  吉田 琴音 Fﾃﾆｽ  田中 舞璃花

11 3461256  稲葉 陽菜 Fﾃﾆｽ 吉田 琴音 6-4 4-6 [10-8]

3460950  河野 成珠 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 稲葉 陽菜  

12 3460951  若月 真愛 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0 丸山 千文 [4]

3461286  中務 亜子 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  田中 舞璃花

13 3461505  後藤 結夏 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 中務 亜子 6-2 3-6 [10-6]

3461348  厚木 桜花 Fﾃﾆｽ 後藤 結夏  

14 3461506  安藤 楓 Fﾃﾆｽ 8-3 小嶋 遥夏 [5]

3461239  大川 あい ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  鈴木 瑠莉

15 3461503  近藤 彩菜 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 小嶋 遥夏 [5] 7-5 6-3

3461679  小嶋 遥夏 [5] TAI tennis school 三郷 鈴木 瑠莉  

16 3461244  鈴木 瑠莉 ﾃﾆｽﾊｳｽfun 8-6 松田 光 [1]

3461089  地田 葵 [8] むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  瓜生 莉央

17 3461088  川田 芹奈 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 地田 葵 [8] 6-4 6-4

3461408  瀬尾 朱里 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 川田 芹奈  
18 3461452  福田 千優 S.I.T.A 8-2 地田 葵 [8]

3461641  佐藤 美輝 ﾙﾈｻﾝｽふじみ野  川田 芹奈

19 3461453  入江 咲希 ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾 佐藤 美輝 6-2 4-6 [10-6]

3461104  中村 好葉 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 入江 咲希  

20 3461045  遠藤 優佳 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ 8-5 小川 知紗 [3]

3461668  三石 ひかり tennis team Mt  小野 美空

21 3461793  和田 琴子 tennis team Mt 大久保 まこ 6-1 6-0

3461070  大久保 まこ Fﾃﾆｽ 齋藤 志葵  

22 3461245  齋藤 志葵 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0 小川 知紗 [3]

     小野 美空

23   Bye  小川 知紗 [3] 6-2 6-0

3460876  小川 知紗 [3] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 小野 美空  

24 3461043  小野 美空 ETC  小川 知紗 [3] 

3461540  成田 佳鈴 [6] ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  小野 美空 

25 3461254  長島 愛結 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 成田 佳鈴 [6] 5-7 6-3 [10-5]  

3461377  三上 柑奈 ﾃﾆｽﾊｳｽfun 長島 愛結  
26 3461633  高谷 心結 Novice Tennis Team 8-5 成田 佳鈴 [6]

3461501  松尾 雛乃 TEAM NORTH  長島 愛結

27 3461314  松本 愛俐 TEAM NORTH 佐藤 緒子 6-4 6-4

3461656  佐藤 緒子 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 前田 桃佳  

28 3461383  前田 桃佳 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-3 伊東 磨希 [2]

3461392  小野田 桜花 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  朝倉 優奈

29 3461277  植野 桃子 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 古城 さくら 6-1 6-4

3461368  古城 さくら H.Y.S 黒田 結生  

30 3461243  黒田 結生 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 8-2 伊東 磨希 [2]

     朝倉 優奈

31   Bye  伊東 磨希 [2] 6-2 6-2

3461353  伊東 磨希 [2] U.T.PあたごTC 朝倉 優奈  

32 3461111  朝倉 優奈 U.T.PあたごTC  
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1 3420966  内田 弘心 [1] ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  F

    内田 弘心 [1] 畑 泰成 [2]

2 3421691 Q 荻原 啓太 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0   6-3 6-3

     内田 弘心 [1] 

3 3421081 Q 田沼 蒼空 S.I.T.A  6-3 6-2  

    翠簾野 慎吾  

4 3421553  翠簾野 慎吾 坂戸ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-3   

     内田 弘心 [1] 

5 3421578  鈴木 創太 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  6-2 6-1  

    塚野 広大  

6 3421521  塚野 広大 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-2   

     高橋 大樹 [16] 

7 3421073  菊池 広翔 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-2 6-1  

    高橋 大樹 [16]  

8 3421183  高橋 大樹 [16] 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 9-7   

     内田 弘心 [1] 

9 3420953  三田 悠里 [10] ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-1 6-1

    三田 悠里 [10]  

10 3421856  矢澤 琉伊 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-4   

     三田 悠里 [10] 

11 3421488 Q 関根 悠大 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  3-6 6-1 7-5  

    田口 峻大  

12 3420992  田口 峻大 Fﾃﾆｽ 8-6   

     三田 悠里 [10] 

13 3420913  渡部 寛大 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  7-5 6-2  

    渡部 寛大  

14 3421146  荻上 紘希 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-0   

     渡部 寛大 

15 3420968  大砂 駿 S.I.T.A  6-4 6-1  

    大砂 駿  

16 3421376  篠崎 勇仁 [7] ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-5  内田 弘心 [1] 

     7-6(4) 6-3

17 3421032  吉田 琳 [3] ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ   

    吉田 琳 [3]  

18 3421364  鳥山 騎世 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 8-0   

     吉田 琳 [3] 

19 3421426  田中 優翔 ETC  4-6 6-2 6-3  

    田谷 陸仁  

20 3420956  田谷 陸仁 Fﾃﾆｽ 8-4   

     吉田 琳 [3] 

21 3421834 Q 川岸 龍太 Fﾃﾆｽ  6-3 6-1  

    川岸 龍太  

22 3421427  西嶋 凜央翔 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-1   

     及川 朝生 [13] 

23 3421943 Q 石田 悠人 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや  6-2 6-4  

    及川 朝生 [13]  

24 3420499  及川 朝生 [13] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-0   

     佐藤 怜 [5]

25 3420999  高野 萱人 [12] 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-2 3-6 6-2

    高野 萱人 [12]  

26 3421577  五反田 光稀 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 8-3   

     高野 萱人 [12] 

27 3421442  江原 叶碧 吉見ｼﾞｭﾆｱTC  5-7 6-4 7-5  

    江原 叶碧  

28 3420942  那須 悠飛 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0   

     佐藤 怜 [5] 

29 3421599 Q 田口 創梧 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  

    田口 創梧  

30 3422301  吉永 凛 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-3   

3420983 LL 伊沢 大貴 Fﾃﾆｽ  佐藤 怜 [5] 

31 3421889   小林 隆ノ介  さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-2 6-0  

    佐藤 怜 [5]  

32 3421143  佐藤 怜 [5] ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 8-0  

１２歳以下男子シングルス本戦

6-2 6-7(16) 6-1  

畑 泰成 [2]

内田 弘心 [1] 
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１２歳以下男子シングルス本戦

     

33 3420891  木下 裕晴 [8] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  

    木下 裕晴 [8] 

34 3421516 Q 中村 遼太郎 S.I.T.A 8-1   

     木下 裕晴 [8] 

35 3421575  林 駿汰郎 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-0 6-1  

    石丸 咲哉  

36 3421580 Q 石丸 咲哉 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-2   

     木下 裕晴 [8] 

37 3420961 Q 遠藤 惺斗 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-4 6-0  

    大里 孝地  

38 3421970  大里 孝地 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-0   

     根本 隆聖 

39 3422336  根本 隆聖 ALWAYS TENNIS SCHOOL  7-6(0) 6-2  

    根本 隆聖  

40 3420938  小田桐 令依 [9] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 5-4 Ret. 

     

41 3421467  峯岸 栞大 [14] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  4-6 7-6(5) 6-4  

    峯岸 栞大 [14]  

42 3421022  野口 諒人 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 8-1   

     峯岸 栞大 [14] 

43 3421069  坂田 悠斗 ｳｨﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ熊谷  6-0 6-0  

    坂田 悠斗  

44 3421522 Q 楠田 悠翔 Fﾃﾆｽ 8-6   

     山本 翔太郎 [4] 

45 3421509 Q 吉田 翔 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ  6-3 2-6 6-2  

    吉田 翔  

46 3421855 Q 奈良 恒輝 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-4   

     山本 翔太郎 [4] 

47 3421492  堀 耀太 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-2 6-3  

    山本 翔太郎 [4]  

48 3420442  山本 翔太郎 [4] Fﾃﾆｽ 8-2   

     畑 泰成 [2]

49 3420916  加羽澤 龍之介 [6] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  4-6 6-1 6-4

    加羽澤 龍之介 [6]  

50 3421246  山口 直人 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-1   

     加羽澤 龍之介 [6] 

51 3421425  田中 勝翔 ETC  6-0 6-0  

    永井 蒼大  

52 3421029 Q 永井 蒼大 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-3   

     加羽澤 龍之介 [6] 

53 3420500  宮田 陸央 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  6-4 6-4  

    吉田 圭太  

54 3421566  吉田 圭太 Fﾃﾆｽ 8-5   

     矢野 優考 [11] 

55 3421517 Q 桑原 颯志 ALWAYS TENNIS SCHOOL  6-3 3-6 6-1  

    矢野 優考 [11]  

56 3420644  矢野 優考 [11] TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 8-0   

     畑 泰成 [2]

57 3421453  植村 彰人 [15] ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-7(5) 6-3 6-4

    宮川 昇大  

58 3420882  宮川 昇大 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 9-8(3)   

     宮川 昇大 

59 3421062  大谷 侑己 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  2-6 6-4 7-5  

    大谷 侑己  

60 3421724 Q 羽生田 琉碧 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-6   

     畑 泰成 [2] 

61 3420738  小島 涼太郎 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-1 6-2  

    新井 隼  

62 3421443  新井 隼 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-6   

     畑 泰成 [2] 

63 3421456 Q 芦田 遼平 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ  6-0 6-0  

    畑 泰成 [2]  

64 3420649  畑 泰成 [2] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-1  

山本 翔太郎 [4] 
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3420938  小田桐 令依 [1] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 
1 3421073  菊池 広翔 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 小田桐 令依 [1] 

3421961  広瀬 政紀 TEAM NORTH 菊池 広翔 

2 3421013  田口 友翔 TEAM NORTH 8-3 江原 叶碧

3421932 Q 中田 琉生 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  翠簾野 慎吾

3 3421492  堀 耀太 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 江原 叶碧 3-6 6-1 [10-3]

3421442  江原 叶碧 吉見ｼﾞｭﾆｱTC 翠簾野 慎吾  

4 3421553  翠簾野 慎吾 坂戸ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-1 江原 叶碧

3421143 Q 佐藤 怜 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ  翠簾野 慎吾

5 3421364  鳥山 騎世 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 佐藤 怜 5-7 6-1 [10-7]

3421887 LL 中島 楓 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 鳥山 騎世  

3422283  益子 泰至 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 8-0 

3421465  宮本 格  さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 佐藤 怜

6 3421889  小林 隆ノ介  さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  鳥山 騎世

3421849  中島 辰喜 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ  6-4 6-3

7 3421461  佐藤 浩大 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 西嶋 凜央翔 [5] 

3421427  西嶋 凜央翔 [5] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 高橋 大樹  

8 3421183  高橋 大樹 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-0 大砂 駿

3421577  五反田 光稀 [3] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  田沼 蒼空

9 3421578  鈴木 創太 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 五反田 光稀 [3] 6-4 2-6 [10-2]  

3421411  中嶋 俊英 Fﾃﾆｽ 鈴木 創太  

10 3421522  楠田 悠翔 Fﾃﾆｽ 8-4 大砂 駿

3420968  大砂 駿 S.I.T.A  田沼 蒼空

11 3421081  田沼 蒼空 S.I.T.A 大砂 駿 6-3 6-0 大砂 駿

3422251 Q 寺嶋 勇貴 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 田沼 蒼空  田沼 蒼空

12 3420942  那須 悠飛 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-3 3-6 7-5 [13-11]  

3420738  小島 涼太郎 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ   

13 3421856  矢澤 琉伊 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 小島 涼太郎

3421004  村岡 優羅 Fﾃﾆｽ 矢澤 琉伊

14 3421002  阿曽 琉大 Fﾃﾆｽ 8-2 三田 悠里 [8]

3421834 Q 川岸 龍太 Fﾃﾆｽ  矢野 優考

15 3421858  藤野 優光 Fﾃﾆｽ 三田 悠里 [8]

3420953  三田 悠里 [8] ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 矢野 優考  

16 3420644  矢野 優考 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 8-2 内田 弘心 [2] 

3421426  田中 優翔 [7] ETC  畑 泰成 

17 3421425  田中 勝翔 ETC 峯岸 栞大 6-1 6-4

3421467  峯岸 栞大 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 永井 蒼大  

18 3421029  永井 蒼大 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-3 峯岸 栞大

3420442  山本 翔太郎 Fﾃﾆｽ  永井 蒼大

19 3421239  槇原 伊吹 Fﾃﾆｽ 山本 翔太郎 6-2 6-2 吉田 圭太 [4]

3421064 Q 佐々木 海椰 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 槇原 伊吹  田谷 陸仁

20 3421056  石川 侑海斗 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 8-0 6-4 6-4

3420974  北村 慧 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ   

21 3421034  菊地 吾朗 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 北村 慧

3421964  中島 健心 TEAM NORTH 菊地 吾朗

22 3421963  広瀬 知紀 TEAM NORTH 8-0 吉田 圭太 [4]

3421691 Q 荻原 啓太 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  田谷 陸仁

23 3421692  荻原 真司 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 吉田 圭太 [4] 6-2 6-1

3421566  吉田 圭太 [4] Fﾃﾆｽ 田谷 陸仁  

24 3420956  田谷 陸仁 Fﾃﾆｽ 8-0 内田 弘心 [2]

3421406  村上 凜 [6] ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  畑 泰成

25 3421405  村上 慧 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 山口 直人

3421246  山口 直人 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 石丸 咲哉  

26 3421580  石丸 咲哉 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-3 山口 直人

3420916 Q 加羽澤 龍之介 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  石丸 咲哉

27 3421511  市村 樹生 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 及川 朝生 1-6 7-5 [10-8] 内田 弘心 [2]

3420499 Q 及川 朝生 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 田口 創梧  畑 泰成

28 3421599  田口 創梧 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-2 6-0 6-0

3420913  渡部 寛大 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ   

29 3421376  篠崎 勇仁 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 渡部 寛大

3421521  塚野 広大 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 篠崎 勇仁

30 3420882  宮川 昇大 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-4 内田 弘心 [2]

3420500  宮田 陸央 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  畑 泰成

31 3421022  野口 諒人 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 内田 弘心 [2] 6-3 6-1

3420966  内田 弘心 [2] ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 畑 泰成  

32 3420649  畑 泰成 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-4

6-3 6-7(2) [11-9]  

7-6(7) 4-6 [10-5]  
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1 3461211  辻岡  史帆 [1] SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ  F

    辻岡  史帆 [1] 辻岡  史帆 [1]

2 3461798  園田 美月 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0   16 75 63

     辻岡  史帆 [1] 

3 3461289  石澤 穂乃花 Fﾃﾆｽ  6-0 6-0  

    石澤 穂乃花  

4 3461499  河俣 妃乃 H･Y･S 8-1   

     辻岡  史帆 [1] 

5 3461375  菅井 卯月 H･Y･S  6-0 6-0

    菅井 卯月  

6 3461640  塚本 彩日 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 8-1   

     渡部 杏彩 [13] 

7 3461755  渡部 佑香 TENNIS CLUB YOSHIOKA  6-1 6-4  

    渡部 杏彩 [13]  

8 3461634  渡部 杏彩 [13] 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-0   

     辻岡  史帆 [1] 

9 3461522  池羽 真菜 [10] Novice Tennis Team  6-1 6-0

    池羽 真菜 [10]  

10 3461780  島村 桜良 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 8-2   

     池羽 真菜 [10] 

11 3461781  日下部 光優 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ  6-2 6-1  

    日下部 光優  

12 3461643  地田 侑珠 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0   

     吉岡 里菜 [5] 

13 3461330  大滝 莉央 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-1 6-2

    大滝 莉央  

14 3461380  平山 幸伎乃 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-2   

     吉岡 里菜 [5] 

15 3461663  三上 咲季 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-2 6-1  

    吉岡 里菜 [5]  

16 3461281  吉岡 里菜 [5] ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0   
     辻岡  史帆 [1]

17 3461251  園部 八奏 [4] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-4 6-4

    園部 八奏 [4]  
18 3461621  前田 愛佳 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0   

     園部 八奏 [4] 

19 3461651  森田 陽菜子 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-0 6-1  

    大越 理紗  

20 3461649  大越 理紗 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 8-6   

     園部 八奏 [4] 

21 3461658  川島 瑠莉 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-0 6-2

    川島 瑠莉  

22 3461519  田島 侑奈 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-4   

     沢代 榎音 [16] 

23 3461675  折原 若奈 Novice  Tennis  Team  6-0 6-3  

    沢代 榎音 [16]  

24 3461552  沢代 榎音 [16] H.Y.S 8-2   

     園部 八奏 [4] 

25 3461456  大河原 彩 [9] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-0 6-4

    大河原 彩 [9]  

26 3461665  大川 なつき Fﾃﾆｽ 8-1   

     大河原 彩 [9] 

27 3461466  吉田 ひなの Fﾃﾆｽ  6-0 6-2  

    吉田 ひなの  

28 3461657  小佐々 仁愛 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-3   

     大河原 彩 [9] 

29 3461548  石井 心実 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  5-7 6-1 6-3

    石井 心実  

30 3461473  結城 桜彩 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ 8-0   

     高橋 杏奈 [8] 

31 3461644  小峰 千明 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ  6-0 6-0  

    高橋 杏奈 [8]  

32 3461336  高橋 杏奈 [8] ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 9-7  

12歳以下女子シングルス本戦

辻岡  史帆 [1] 

梅國 莉音子 [3] 
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12歳以下女子シングルス本戦

     

33 3461246  市岡 梓奈 [7] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  

    市岡 梓奈 [7] 

34 3461784  吉田 蓮花 鴻巣ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0   

     市岡 梓奈 [7] 

35 3461800  羽生田 杏 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-0 6-0  

    関口  遥妃  

36 3461785  関口  遥妃 鴻巣ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-5   

     市岡 梓奈 [7] 

37 3461096  堀 小春 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  2-6 6-2 6-2

    堀 小春  

38 3461636  石黒 ここみ 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ 8-5   

     弓削田 きらら [12] 

39 3461307  福田 美亜 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｿｲﾝﾄﾞｱｽﾎﾟｰﾂ  6-2 6-0  

    弓削田 きらら [12]  

40 3461420  弓削田 きらら [12] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-1  梅國 莉音子 [3] 

     6-4 6-2

41 3461507  山田 凪紗 [15] ｿﾐｭｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ   

    山田 凪紗 [15]  

42 3461455  阿部 七海 ﾃﾆｽﾊｳｽfun 8-2   

     山田 凪紗 [15] 

43 3461518  内田 優里 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-4 6-4  

    内田 優里  

44 3461789  中務 莉子 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0   

     梅國 莉音子 [3] 

45 3461801  望月 汐里 ALWAYS TENNIS SCHOOL  6-1 6-1

    芳川 紗樹  

46 3461095  芳川 紗樹 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-1   

     梅國 莉音子 [3] 

47 3461661  馬上 遥 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-0 6-0  

    梅國 莉音子 [3]  

48 3461065  梅國 莉音子 [3] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-0   
     梅國 莉音子 [3] 

49 3461458  松岡 杏樹 [6] ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-1 6-1

    松岡 杏樹 [6]  
50 3461327 本田 莉々香 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 8-1   

     松岡 杏樹 [6] 

51 3461788  大森 葉月 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ  6-0 6-0  

    吉澤 楓  

52 3461595  吉澤 楓 ITDｱｶﾃﾞﾐｰ 8-1   

     松岡 杏樹 [6] 

53 3461655  大川 さくら ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  6-1 6-2

    岡部 桃華  

54 3461797  岡部 桃華 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-5   

     渡辺 光来 [11] 

55 3461670  真中 琴羽 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-1 6-0  

    渡辺 光来 [11]  

56 3461490  渡辺 光来 [11] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 8-0  前田 樹花 [2] 

     6-3 7-5

57 3461493  井原 朱里 [14] ﾃﾆｽﾊｳｽfun   

    井原 朱里 [14]  

58 3461786  今成 琴和 鴻巣ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-1   

     井原 朱里 [14] 

59 3461695  三枝 夏子 H.Y.S  3-6 6-2 7-5  

    三枝 夏子  

60 3461539  渡邉 実耶 ｻﾝﾗｲｽﾞ 8-6   

     前田 樹花 [2] 

61 3461635  遠藤 歩楓 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  6-2 6-1

    遠藤 歩楓  

62 3461701  宮野 蒼子 H.Y.S 8-5   

     前田 樹花 [2] 

63 3461729  高柳 里咲 東松山ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-4 6-2  

    前田 樹花 [2]  

64 3461280  前田 樹花 [2] ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 8-2  
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3461065  梅國 莉音子 [1] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

1 3461211  辻岡  史帆 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 梅國 莉音子 [1] 

    辻岡  史帆 

2   Bye   梅國 莉音子 [1] 

3461519  田島 侑奈 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  辻岡  史帆 

3 3461661  馬上 遥 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 田島 侑奈 6-0 6-0

    馬上 遥  

4   Bye   梅國 莉音子 [1] 

3461552  沢代 榎音 H.Y.S  辻岡  史帆

5 3461634  渡部 杏彩 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 沢代 榎音 6-3 6-1

3461539  渡邉 実耶 ｻﾝﾗｲｽﾞ 渡部 杏彩  

6 3461548  石井 心実 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 8-5 沢代 榎音

     渡部 杏彩

7   Bye  三上 咲季 [6] 6-1 6-1

3461663  三上 咲季 [6] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 芳川 紗樹  

8 3461095  芳川 紗樹 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  梅國 莉音子 [1] 

3461281  吉岡 里菜 [3] ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  辻岡  史帆 

9 3461458  松岡 杏樹 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 吉岡 里菜 [3] 6-1 6-2
    松岡 杏樹  

10   Bye   吉岡 里菜 [3]

3461649  大越 理紗 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  松岡 杏樹

11 3462658  川島 瑠莉 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 大越 理紗 6-0 6-0

    川島 瑠莉  

12   Bye   吉岡 里菜 [3]

     松岡 杏樹

13   Bye  園田 美月 6-1 6-4

3461798  園田 美月 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 永島 凛歩  

14 3461700  永島 凛歩 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  大河原 彩 [8]

     弓削田 きらら

15   Bye  大河原 彩 [8] 6-0 6-1

3461456  大河原 彩 [8] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 弓削田 きらら  

16 3461420  弓削田 きらら 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  梅國 莉音子 [1] 

3461518  内田 優里 [7] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  辻岡  史帆 

17 3461651  森田 陽菜子 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 内田 優里 [7] 6-0 6-1

    森田 陽菜子  
18   Bye   内田 優里 [7]

3461636  石黒 ここみ 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ  森田 陽菜子

19 3461473  結城 桜彩 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ 吉田 ひなの 6-3 6-1

3461466  吉田 ひなの Fﾃﾆｽ 石澤 穂乃花  

20 3461289  石澤 穂乃花 Fﾃﾆｽ 8-1 大滝 莉央 [4]

     高橋 杏奈

21   Bye  今成 琴和 6-1 6-1

3461786  今成 琴和 鴻巣ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 渡部 佑香  

22 3461755  渡部 佑香 TENNIS CLUB YOSHIOKA  大滝 莉央 [4]

     高橋 杏奈

23   Bye  大滝 莉央 [4] 6-0 6-0

3461330  大滝 莉央 [4] ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 高橋 杏奈  

24 3461336  高橋 杏奈 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  大滝 莉央 [4] 

3461246  市岡 梓奈 [5] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  高橋 杏奈 

25 3461490  渡辺 光来 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 市岡 梓奈 [5] 6-3 6-3

    渡辺 光来  

26   Bye   市岡 梓奈 [5]

3461640  塚本 彩日 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  渡辺 光来

27 3461635  遠藤 歩楓 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 塚本 彩日 6-1 6-2

    遠藤 歩楓  

28   Bye   市岡 梓奈 [5]

     渡辺 光来

29   Bye  吉田 蓮花 7-6(2) 6-1

3461784  吉田 蓮花 鴻巣ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 関口  遥妃  

30 3461785  関口  遥妃 鴻巣ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  山田 凪紗 [2]

     池羽 真菜

31   Bye  山田 凪紗 [2] 6-0 6-0

3461507  山田 凪紗 [2] ｿﾐｭｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 池羽 真菜  

32 3461522  池羽 真菜 Novice Tennis Team  
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1 3418556  浅海 東吾 [1] 立教新座高校  

    浅海 東吾 [1] 

2   Bye    
     浅海 東吾 [1] 

3 3422248  岩渕 優輝 埼玉平成高校  6-1  
    岩渕 優輝  

4 3421431  小泉 優太 [20] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 6-1  

     

5 3421540  松村 元晴 [2] 城北埼玉高校  

    松村 元晴 [2] 

6   Bye    
     松村 元晴 [2] 

7 3419535  石田 航一郎 ﾃﾆｽﾊﾚ大宮  6-3  
    石田 航一郎  

8 3421831  佐川 智紀 [26] 川越東高校 7-5  

     

9 3421821  池山 耕太 [3] 川越東高校  

    池山 耕太 [3] 

10   Bye    
     池山 耕太 [3] 

11 3422252  野原 琢磨 早稲田大学本庄高等学院  6-4  
    齊藤 三平 [30]  

12 3419055  齊藤 三平 [30] ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや 6-2  

     

13 3419564  山口 滉太 [4] 川越東高校  

    山口 滉太 [4] 

14   Bye    
     山口 滉太 [4] 

15 3421701  匹田 昇太郎 慶應義塾志木高校  6-1  
    守谷 瑠華 [23]  

16 3421867  守谷 瑠華 [23] 浦和学院高校 6-4  

     

17 3419013  平塚 誠広 [5] 正智深谷高校  

    平塚 誠広 [5] 

18   Bye    
     江頭 秀明 [19] 

19 3421121  西城 海音 埼玉平成高校  6-2  
    江頭 秀明 [19]  

20 3420884  江頭 秀明 [19] 城北埼玉高校 6-1  

     

21 3419532  菅沼 嘉文 [6] 春日部高校  

    菅沼 嘉文 [6] 

22   Bye    
     雨宮 有希 [29] 

23 3420605  平井 大貴 秀明英光高校  6-2  
    雨宮 有希 [29]  

24 3419503  雨宮 有希 [29] 川口北高校 6-0  

     

25 3421598  竹内 厚誠 [7] 立教新座高校  

    竹内 厚誠 [7] 

26   Bye    
     中沢 将大 [28] 

27 3421082  山田 智希 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ浦和  6-3  
    中沢 将大 [28]  

28 3419616  中沢 将大 [28] 立教新座高校 6-1  

     

29 3421567  箭内 悠佑 [8] 浦和学院高校  

    箭内 悠佑 [8] 

30   Bye    
     村松 海斗 [24] 

31 3421686  鈴木 晴貴 慶應義塾志木高校  6-4  
    村松 海斗 [24]  

32 3420060  村松 海斗 [24] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-0  
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33 3419094  松岡 広樹 [9] 埼玉栄高校  

    松岡 広樹 [9] 

34   Bye    
     松岡 広樹 [9] 

35 3421677  川原 大輝 慶應義塾志木高校  6-1  
    阿部 圭悟 [21]  

36 3420935  阿部 圭悟 [21] ALWAYS TENNIS SCHOOL 6-1  

     

37 3421817  山本 秀一 [10] 浦和学院高校  

    山本 秀一 [10] 

38   Bye    
     秋山 温人 [22] 

39 3420495  中村 優太 川越東高校  6-2  
    秋山 温人 [22]  

40 3420045  秋山 温人 [22] 浦和学院高校 6-1  

     

41 3421689  清末 蒼太 [11] 慶應義塾志木高校  

    清末 蒼太 [11] 

42   Bye    
     高橋 黄河 [18] 

43 3422239  安藤 直穂 埼玉平成高校  6-3  
    高橋 黄河 [18]  

44 3421915  高橋 黄河 [18] 慶應義塾志木高校 6-3  

     

45 3419971  今野 滋瑛 [12] 所沢北高校  

    今野 滋瑛 [12] 

46   Bye    
     今野 滋瑛 [12] 

47 3421879  江口 洵 西武学園文理高校  7-5  
    星 爽流 [31]  

48 3420924  星 爽流 [31] 浦和麗明高校 6-0  

     

49 3420883  海老澤 彰 [13] 城北埼玉高校  

    菊池 勇一郎 

50 3421475  菊池 勇一郎 川越東高校 6-3   
     桑原 壮琉 [17] 

51 3418578  川池 豪 T3  6-4  
    桑原 壮琉 [17]  

52 3420949  桑原 壮琉 [17] 昌平高校 6-4  

     

53 3421270  田中 優輝 [14] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  

    田中 優輝 [14] 

54 3421403  林 叡希 城北埼玉高校 6-4   
     伊達 脩 [25] 

55 3421404  山森 晴生 城北埼玉高校  6-3  
    伊達 脩 [25]  

56 3421793  伊達 脩 [25] 慶應義塾志木高校 6-4  

     

57 3420437  忽滑谷 颯太 [15] 川越東高校  

    忽滑谷 颯太 [15] 

58 3421726  奥山 航汰 慶應義塾志木高校 6-1   
     忽滑谷 颯太 [15] 

59 3421596  吉村 知貴 城北埼玉高校  6-3  
    吉村 知貴  

60 3420911  石黒 太一 [32] 秀明英光高校 6-4  

     

61 3421084  土田 欧右 [16] ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  

    土田 欧右 [16] 

62 3421746 WC 山本 侑履 埼玉栄高校 7-5   
     新井 義喜 

63 3422328 WC 新井 義喜 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-0  
    新井 義喜  

64 3418406  関口 兼彰 [27] 埼玉栄高校 6-4  
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3420495  中村 優太 [1] 川越東高校 

1 3421831  佐川 智紀 川越東高校 中村 優太 [1] 

    佐川 智紀 

2   Bye   三村 栄以知 

3418599  三村 栄以知 ALWAYS TENNIS SCHOOL  菅沼 嘉文 

3 3419532  菅沼 嘉文 春日部高校 三村 栄以知 6-3  

3420924  星 爽流 浦和麗明高校 菅沼 嘉文  

4 3420559  西川 希海 浦和麗明高校 6-3  

3419782  内田 陸人 [2] 昌平高校  

5 3419543  松下 颯真 ALWAYS TENNIS SCHOOL 内田 陸人 [2] 

    松下 颯真 

6   Bye   山口 滉太 [9] 

     米原 善太 

7   Bye  山口 滉太 [9] 6-3  

3419564  山口 滉太 [9] 川越東高校 米原 善太  

8 3418576  米原 善太 川越東高校  

3419462  相馬 明人 [3] ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや  

9 3419055  齊藤 三平 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや 相馬 明人 [3] 

    齊藤 三平 

10   Bye   安藤 直穂 

3422239  安藤 直穂 埼玉平成高校  岩渕 優輝 

11 3422248  岩渕 優輝 埼玉平成高校 安藤 直穂 7-5  

3420605  平井 大貴 [15] 秀明英光高校 岩渕 優輝  

12 3420911  石黒 太一 秀明英光高校 6-1  

3421598  竹内 厚誠 [4] 立教新座高校  

13 3421567  箭内 悠佑 浦和学院高校 竹内 厚誠 [4] 

    箭内 悠佑 

14   Bye   松村 元晴 [10] 

     江頭 秀明 

15   Bye  松村 元晴 [10] 7-6(3)  

3421540  松村 元晴 [10] 城北埼玉高校 江頭 秀明  

16 3420884  江頭 秀明 城北埼玉高校  

3419013  平塚 誠広 [5] 正智深谷高校  

17 3419094  松岡 広樹 埼玉栄高校 平塚 誠広 [5] 

    松岡 広樹 

18   Bye   平塚 誠広 [5] 

3421084  土田 欧右 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  松岡 広樹 

19 3418578  川池 豪 T3 土田 欧右 6-4  

3421596  吉村 知貴 [13] 城北埼玉高校 川池 豪  

20 3421403  林 叡希 城北埼玉高校 6-4  

3421712  河野 拓郎 [6] 正智深谷高校  

21 3419011  鈴木 仁 正智深谷高校 河野 拓郎 [6] 

    鈴木 仁 

22   Bye   河野 拓郎 [6] 

     鈴木 仁 

23   Bye  匹田 昇太郎 [11] 6-2  

3421701  匹田 昇太郎 [11] 慶應義塾志木高校 川原 大輝  

24 3421677  川原 大輝 慶應義塾志木高校  

3419503  雨宮 有希 [7] 川口北高校  

25 3419949  高村 和磨 川口北高校 雨宮 有希 [7] 

    高村 和磨 

26   Bye   市原 友晴 [12] 

3421867  守谷 瑠華 浦和学院高校  柴田 和哉 

27 3422243  森田 幸紹 浦和学院高校 市原 友晴 [12] 6-4  

3422044 WC 市原 友晴 [12] 伊奈学園総合高校 柴田 和哉  

28 3422130  柴田 和哉 伊奈学園総合高校 6-2  

3421404  山森 晴生 [8] 城北埼玉高校  

29 3420883  海老澤 彰 城北埼玉高校 山森 晴生 [8] 

    海老澤 彰 

30   Bye   岩村 祥平 

3419068  岩村 祥平 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  関口 兼彰 

31 3418406  関口 兼彰 埼玉栄高校 岩村 祥平 6-1  

3420437  忽滑谷 颯太 [14] 川越東高校 関口 兼彰  

32 3421475  菊池 勇一郎 川越東高校 6-4  

18歳以下男子ダブルス予選
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1６歳以下男子シングルス予選
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1 3419525  井上 翔太郎 [1] ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    神田 尽 

2 3420476  神田 尽 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-3   
     澤田 一翔 

3 3420919  澤田 一翔 Fﾃﾆｽ  6-4  
    澤田 一翔  

4 3421410  中嶋 栄心 [24] Fﾃﾆｽ 7-5  

     

5 3420341  倉中 陽大 [2] ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    倉中 陽大 [2] 

6 3420304  田海 颯汰 ALWAYS TENNIS SCHOOL 6-0   
     倉中 陽大 [2] 

7 3422333 WC 山本 真広 Novice Tennis Team  6-2  
    山本 真広  

8 3421291  大塚 椋介 [18] 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 7-6(3)  

     

9 3420436  渡部 元陽 [3] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    渡部 元陽 [3] 

10 3420994  工藤 輝 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-2   
     渡部 元陽 [3] 

11 3421865  中川 湧太 川口市立青木中学校  6-2  
    中川 湧太  

12 3421147  師岡 有吾 [20] S.I.T.A 6-4  

     

13 3419961  高橋 束瑳 [4] ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    高橋 束瑳 [4] 

14 3422241  関谷 翼 埼玉平成高校 6-2   
     中川 匠太郎 [21] 

15 3421556  渡部 竜生 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-4  
    中川 匠太郎 [21]  

16 3419559  中川 匠太郎 [21] ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽTC 6-3  

     

17 3419941  渡辺 充 [5] H.Y.S  

    渡辺 充 [5] 

18 3420364  清水 夏生 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ 6-0   
     渡辺 充 [5] 

19 3420468  田沼 駿 S.I.T.A  6-1  
    小笠原 悠 [26]  

20 3420508  小笠原 悠 [26] みんなのﾃﾆｽ 6-1  

     

21 3419901  斎藤 天稀 [6] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    斎藤 天稀 [6] 

22 3420934  木田 匠哉 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-1   
     斎藤 天稀 [6] 

23 3422058  一萬田 琉斗 Fﾃﾆｽ  6-4  
    関口 太陽 [23]  

24 3420504  関口 太陽 [23] ALWAYS TENNIS SCHOOL 7-5  

     

25 3421001  根本 圭柊 [7] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  

    根本 圭柊 [7] 

26 3421156  市川 潤 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-1   
     根本 圭柊 [7] 

27 3421908  長野 翔悟 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-1  
    柿澤 遼 [29]  

28 3420551  柿澤 遼 [29] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-2  

     

29 3419556  加瀬谷 洸旭 [8] S.I.T.A  

    加瀬谷 洸旭 [8] 

30 3421883  枡岡 陸斗 ALWAYS TENNIS SCHOOL 6-1   
     加瀬谷 洸旭 [8] 

31 3419956  増田 友希 ITDｱｶﾃﾞﾐｰ  6-3  
    八木 響 [22]  

32 3421480  八木 響 [22] S.I.T.A 6-1  
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33 3420368  稲葉 拓 [9] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  

    稲葉 拓 [9] 

34 3418561  寺崎 秋賀 吉見ｼﾞｭﾆｱTC 6-4   
     稲葉 拓 [9] 

35 3419979  菅沼 文康 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-2  
    板橋 壱樹 [19]  

36 3420408  板橋 壱樹 [19] TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 6-3  

     

37 3420826  五反田 隆都 [10] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  

    五反田 隆都 [10] 

38 3419544  山田 浩輔 ﾌﾟﾗｽαﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 6-0   
     五反田 隆都 [10] 

39 3421463  石田 有哉 ITDｱｶﾃﾞﾐｰ  6-0  
    石田 有哉  

40 3420955  駒井 晴人 [28] ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-4  

     

41 3420498  及川 喜生 [11] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  

    及川 喜生 [11] 

42 3419963  皆川 優 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 6-2   
     井坂 亘明 [17] 

43 3422194 WC 新川 朝日 S.I.T.A  6-3  
    井坂 亘明 [17]  

44 3420656  井坂 亘明 [17] 久喜北陽高校 6-1  

     

45 3419327  後呂 海人 [12] 川越東高校  

    後呂 海人 [12] 

46 3421145  高橋 学 Fﾃﾆｽ 6-4   
     後呂 海人 [12] 

47 3421929  前田 空輝 H.Y.S  6-1  
    冨田 頼 [25]  

48 3421261  冨田 頼 [25] ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-1  

     

49 3421991  四谷 柊心 [13] 浦和学院高校  

    佐藤 壮 

50 3418585  佐藤 壮 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 7-5   
     佐藤 壮 

51 3421457  志摩 大輔 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ  6-4  
    志摩 大輔  

52 3422315  深津 幸平 [30] 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ 6-1  

     

53 3420083  遠藤 公宜 [14] 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ  

    横山 雄紀 

54 3420842  横山 雄紀 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 7-6(5)   
     横山 雄紀 

55 3421027  山中 達矢 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ  6-4  
    山中 達矢  

56 3420481  木村 晃一郎 [32] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-1  

     

57 3420040  沼崎 正志 [15] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  

    沼崎 正志 [15] 

58 3420025  江原 一良 ITDｱｶﾃﾞﾐｰ 6-3   
     沼崎 正志 [15] 

59 3421422 WC 田中 篤弥 ｴﾙヴｪ  6-3  
    野口 説亜 [27]  

60 3419273  野口 説亜 [27] ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-4  

     

61 3419110  遠藤 隆馬 [16] ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  

    遠藤 隆馬 [16] 

62 3420490  中村 航太郎 S.I.T.A 6-2   
     望月 陽仁 [31] 

63 3421558  古川 結太 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽ  6-2  
    望月 陽仁 [31]  

64 3419716  望月 陽仁 [31] S.I.T.A 6-1  



平成31年度埼玉県ジュニアテニス選手権大会

登録番号 St. 氏名 所属団体 　　　　　　１R F 予選勝者 

3421410  中嶋 栄心 [1] Fﾃﾆｽ 

1 3419821  新井 颯太 Fﾃﾆｽ 中嶋 栄心 [1] 

    新井 颯太 

2   Bye   中嶋 栄心 [1] 

3421268  金子 闘真 Fﾃﾆｽ  新井 颯太 

3 3421145  高橋 学 Fﾃﾆｽ 金子 闘真 6-1  

3422257  小倉 卓人 埼玉平成高校 高橋 学  

4 3419565  平山 晴稀 埼玉平成高校 6-2  

3420359  加藤 遼 [2] 城北埼玉中学  

5 3420055  池田 凌成 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 加藤 遼 [2] 

    池田 凌成 

6   Bye   望月 陽仁 

3419716  望月 陽仁 S.I.T.A  関谷 翼 

7 3422241  関谷 翼 埼玉平成高校 望月 陽仁 6-2  

3422058  一萬田 琉斗 Fﾃﾆｽ 関谷 翼  

8 3420919  澤田 一翔 Fﾃﾆｽ 6-0  

3419965  中山 陽 [3] H.Y.S  

9 3421091  加藤木 優人 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 中山 陽 [3] 

    加藤木 優人 

10   Bye   中山 陽 [3] 

3421291  大塚 椋介 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  加藤木 優人 

11 3420946  山内 真央 ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 大塚 椋介 6-0  

3421600 WC 大沼 香太 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 山内 真央  

12 3421422  田中 篤弥 ｴﾙヴｪ 6-3  

3419901  斎藤 天稀 [4] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

13 3420401  藤本 陸来 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 斎藤 天稀 [4] 

    藤本 陸来 

14   Bye   師岡 有吾 [10] 

     新川 朝日 

15   Bye  師岡 有吾 [10] 6-3  

3421147  師岡 有吾 [10] S.I.T.A 新川 朝日  

16 3422194  新川 朝日 S.I.T.A  

3419561  栗原 颯友 [5] H.Y.S  

17 3419941  渡辺 充 H.Y.S 栗原 颯友 [5] 

    渡辺 充 

18   Bye   栗原 颯友 [5] 

     渡辺 充 

19   Bye  木村 晃一郎 [12] 6-1  

3420481  木村 晃一郎 [12] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 神田 尽  

20 3420476  神田 尽 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

3419508  早川 宗登 [6] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  

21 3419075  石井 尭乃進 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 早川 宗登 [6] 

    石井 尭乃進 

22   Bye   早川 宗登 [6] 

     石井 尭乃進 

23   Bye  松田 和城 [13] 6-0  

3421606  松田 和城 [13] ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 神戸 凌  

24 3421033  神戸 凌 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

3421027  山中 達矢 [7] TC大井ﾌｧﾐﾘｰ  

25 3419963  皆川 優 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 山中 達矢 [7] 

    皆川 優 

26   Bye   山中 達矢 [7] 

     皆川 優 

27   Bye  工藤 輝 [11] 6-4  

3420994  工藤 輝 [11] ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 長谷川 翔生  

28 3421725  長谷川 翔生 ｴﾙヴｪ  

3421457  志摩 大輔 [8] TC大井ﾌｧﾐﾘｰ  

29 3420842  横山 雄紀 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 志摩 大輔 [8] 

    横山 雄紀 

30   Bye   志摩 大輔 [8] 

     横山 雄紀 

31   Bye  但木 颯 [9] 6-0  

3420449  但木 颯 [9] Fﾃﾆｽ 江原 一良  

32 3420025  江原 一良 ITDｱｶﾃﾞﾐｰ  

16歳以下男子ダブルス予選
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1４歳以下男子シングルス予選
登録番号 St. 氏名 所属団体 　　　　　　　１R 　　　F 予選勝者

    
1 3420333  小松田 龍太 [1] S.I.T.A  

    小松田 龍太 [1] 

2 3420997  大川 陽樹 Fﾃﾆｽ 6-0   

     小松田 龍太 [1] 

3 3421329  小笠原 波琉 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-4  

    岩﨑 颯 [22]  

4 3421299  岩﨑 颯 [22] ALWAYS TENNIS SCHOOL 6-0  

     

5 3421008  渡部 陽生 [2] 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  

    北村 洋太 

6 3421853  北村 洋太 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 6-4   

     忽滑谷 駿介 [25] 

7 3421409  瀧澤 照英 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-3  

    忽滑谷 駿介 [25]  

8 3421388  忽滑谷 駿介 [25] 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-0  

     

9 3420888  太田 獅勇 [3] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    太田 獅勇 [3] 

10 3421994  関根 拓海 Fﾃﾆｽ 6-0   

     林 蓮汰郎 [20] 

11 3420892  小川 翔也 吉見ｼﾞｭﾆｱTC  6-2  

    林 蓮汰郎 [20]  

12 3421003  林 蓮汰郎 [20] 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-0  

     

13 3420864  押田 雅也 [4] TC大井ﾌｧﾐﾘｰ  

    押田 雅也 [4] 

14 3420448  飛田 瑞揮 ETC 6-1   

     押田 雅也 [4] 

15 3421852  北村 太一 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  7-5  

    北村 太一  

16 3421770  池田 遥琥 [27] 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-0  

     

17 3421292  西川 慶輝 [5] 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    西川 慶輝 [5] 

18 3421469  二田 響介 Fﾃﾆｽ 6-0   

     西川 慶輝 [5] 

19 3421250  逸見 唯斗 Fﾃﾆｽ  7-6(4)  

    木村 幸翔 [19]  

20 3421065  木村 幸翔 [19] 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-2  

     

21 3421971  田中 亮 [6] Fﾃﾆｽ  

    田中 亮 [6] 

22 3421518  長竹 理壱 Fﾃﾆｽ 6-2   

     田中 亮 [6] 

23 3421363  松本 忠邦 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-2  

    上山 峻平 [17]  

24 3420863  上山 峻平 [17] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 6-3  

     

25 3420870  藤崎 幹大 [7] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    藤崎 幹大 [7] 

26 3420861  實田 悠甫 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 6-0   

     藤崎 幹大 [7] 

27 3420972  小林 耀汰 Fﾃﾆｽ  6-1  

    小林 耀汰  

28 3421153  山田 陵空 [30] ｿﾐｭｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-1  

     

29 3420751  遠藤 陽斗 [8] むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    遠藤 陽斗 [8] 

30 3421135  小笠原 湊 みんなのﾃﾆｽ 6-2   

     遠藤 陽斗 [8] 

31 3420415  片桐 瑠己 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-1  

    宇佐見 葉紅 [31]  

32 3421007  宇佐見 葉紅 [31] ALWAYS TENNIS SCHOOL 6-2  
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1４歳以下男子シングルス予選
登録番号 St. 氏名 所属団体 　　　　　　　１R 　　　F 予選勝者

     

33 3421866  和田 一輝 [9] ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    和田 一輝 [9] 

34 3419578  堀 奏太 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 6-1   

     和田 一輝 [9] 

35 3421531  吉野 遥人 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-1  

    長野 飛和 [29]  

36 3421909  長野 飛和 [29] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 7-5  

     

37 3421423  高橋 優輝 [10] ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ  

    高橋 優輝 [10] 

38 3421413  牧野 航大 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-1   

     高橋 優輝 [10] 

39 3421874  須賀 奏太 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-2  

    藤本 聖南 [24]  

40 3421357  藤本 聖南 [24] ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-2  

     

41 3421429  長﨑 巧真 [11] ﾁｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ岡部  

    長﨑 巧真 [11] 

42 3420850  坂田 快斗 ｳｨﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ熊谷 6-1   

     長﨑 巧真 [11] 

43 3421055  遠藤 翼 ALWAYS TENNIS SCHOOL  6-3  

3419140 補 岸上 義明 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 遠藤 翼  

44 3421321  柿崎 翔太 [23] ALWAYS TENNIS SCHOOL 6-3  

3421837 補 星野 希歩 H.Y.S  

45 3420374  田村 克暉 [12] H.Y.S  

    中村 一紀 

46 3421490  中村 一紀 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-0   

     中村 一紀 

47 3421014  佐藤 心 ALWAYS TENNIS SCHOOL  6-1  

    小久保 蒼空 [28]  

48 3421394  小久保 蒼空 [28] Novice Tennis Team 6-2  

     

49 3420444  小野寺 陸 [13] H.Y.S  

    小野寺 陸 [13] 

50 3421464  塚田 レイ ALWAYS TENNIS SCHOOL 6-0   

     小野寺 陸 [13] 

51 3421956  水村 陽 ﾃﾆｽｾﾞﾛ浦和  6-3  

    黒崎 隆吾 [21]  

52 3421387  黒崎 隆吾 [21] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-2  

     

53 3420326  中村 颯太 [14] TC大井ﾌｧﾐﾘｰ  

    中村 颯太 [14] 

54 3422329 WC 田代 祐成 埼玉県ﾃﾆｽ協会 6-3   

     寺内 大慶 [26] 

55 3420507  江村 貴基 ﾁｰﾑS.J.  6-4  

    寺内 大慶 [26]  

56 3421035  寺内 大慶 [26] ALWAYS TENNIS SCHOOL 6-1  

     

57 3420465  樫村 彪真 [15] H.Y.S  

    樫村 彪真 [15] 

58 3421551  岡安 快 ｳｨﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ熊谷 6-1   

     樫村 彪真 [15] 

59 3420844  小野澤 悠 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-3  

    齋藤 寛太 [32]  

60 3420511  齋藤 寛太 [32] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-2  

     

61 3421078  岡部 温人 [16] ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    岡部 温人 [16] 

62 3420803  桑山 蒼大 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-0   

     岡部 温人 [16] 

63 3421482  渡邉 真ノ助 ALWAYS TENNIS SCHOOL  6-1  

    渡邉 真ノ助  

64 3420484  田中 翔大 [18] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-4  
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3420465  樫村 彪真 [1] H.Y.S 

1 3420374  田村 克暉 H.Y.S 樫村 彪真 [1] 

    田村 克暉 

2   Bye   猪俣 有 

3420447  猪俣 有 Fﾃﾆｽ  田中 亮 

3 3421971  田中 亮 Fﾃﾆｽ 猪俣 有 w.o. 

3421469  二田 響介 Fﾃﾆｽ 田中 亮  

4 3421994  関根 拓海 Fﾃﾆｽ 6-0  

3421490  中村 一紀 [2] ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

5 3420456  吉岡 瑞貴 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 中村 一紀 [2] 

    吉岡 瑞貴 

6   Bye   中村 一紀 [2] 

     吉岡 瑞貴 

7   Bye  池田 遥琥 6-2  

3421770  池田 遥琥 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 渡部 陽生  

8 3421008  渡部 陽生 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  

3421852  北村 太一 [3] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  

9 3421853  北村 洋太 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 北村 太一 [3] 

    北村 洋太 

10   Bye   黒崎 隆吾 [12] 

     齋藤 寛太 

11   Bye  黒崎 隆吾 [12] 7-5  

3421387  黒崎 隆吾 [12] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 齋藤 寛太  

12 3420511  齋藤 寛太 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

3419140  岸上 義明 [4] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

13 3420803  桑山 蒼大 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 岸上 義明 [4] 

    桑山 蒼大 

14   Bye   宇佐見 葉紅 [10] 

     笹本 龍哉 

15   Bye  宇佐見 葉紅 [10] 6-2  

3421007  宇佐見 葉紅 [10] ALWAYS TENNIS SCHOOL 笹本 龍哉  

16 3420940  笹本 龍哉 ALWAYS TENNIS SCHOOL  

3421035  寺内 大慶 [5] ALWAYS TENNIS SCHOOL  

17 3421055  遠藤 翼 ALWAYS TENNIS SCHOOL 寺内 大慶 [5] 

    遠藤 翼 

18   Bye   中村 颯太 [13] 

     押田 雅也 

19   Bye  中村 颯太 [13] 6-2  

3420326  中村 颯太 [13] TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 押田 雅也  

20 3420864  押田 雅也 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ  

3421429  長﨑 巧真 [6] ﾁｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ岡部  

21 3420471  飯野 慶人 ﾁｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ岡部 長﨑 巧真 [6] 

    飯野 慶人 

22   Bye   長﨑 巧真 [6] 

     飯野 慶人 

23   Bye  廣池 亮河 [14] 6-1  

3420556  廣池 亮河 [14] ALWAYS TENNIS SCHOOL 渡邉 真ノ助  

24 3421482  渡邉 真ノ助 ALWAYS TENNIS SCHOOL  

3422280  松元 佑悟 [7] ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  

25 3421363  松本 忠邦 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 松元 佑悟 [7] 

    松本 忠邦 

26   Bye   松元 佑悟 [7] 

     松本 忠邦 

27   Bye  大川 陽樹 [11] 6-3  

3420997  大川 陽樹 [11] Fﾃﾆｽ 逸見 唯斗  

28 3421250  逸見 唯斗 Fﾃﾆｽ  

3421014  佐藤 心 [8] ALWAYS TENNIS SCHOOL  

29 3420888  太田 獅勇 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 佐藤 心 [8] 

    太田 獅勇 

30   Bye   但馬 秀梧 [9] 

     長竹 理壱 

31   Bye  但馬 秀梧 [9] 6-0  

3421477  但馬 秀梧 [9] Fﾃﾆｽ 長竹 理壱  

32 3421518  長竹 理壱 Fﾃﾆｽ  
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1 3461452  福田 千優 [1] S.I.T.A  

    福田 千優 [1] 

2   Bye    

     入江 咲希 

3 3461453  入江 咲希 ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾  6-4  

    入江 咲希  

4 3460950  河野 成珠 [29] 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 6-2  

     

5 3461392  小野田 桜花 [2] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    小野田 桜花 [2] 

6   Bye    

     小野田 桜花 [2] 

7   Bye   6-1  

    井上 心結 [25]  

8 3461686  井上 心結 [25] ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

     

9 3460798  佐々木 真楓 [3] 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  

    佐々木 真楓 [3] 

10   Bye    

     佐々木 真楓 [3] 

11   Bye   6-0  

    安藤 楓 [18]  

12 3461506  安藤 楓 [18] Fﾃﾆｽ  

     

13 3461464  瀧澤 茉央 [4] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    瀧澤 茉央 [4] 

14   Bye    

     瀧澤 茉央 [4] 

15   Bye   6-2  

    代島 由梨 [24]  

16 3461349  代島 由梨 [24] ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  

     

17 3461104  中村 好葉 [5] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    中村 好葉 [5] 

18   Bye    

     中村 好葉 [5] 

19   Bye   6-2  

    佐藤 美輝 [23]  

20 3461641  佐藤 美輝 [23] ﾙﾈｻﾝｽふじみ野  

     

21 3461078  日向 美優 [6] ﾌｫﾚｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    日向 美優 [6] 

22   Bye    

     日向 美優 [6] 

23   Bye   7-5  

    和田 琴子 [19]  

24 3461793  和田 琴子 [19] tennis team Mt  

     

25 3461090  石田 真子 [7] ﾃﾆｽﾊﾚ大宮  

    石田 真子 [7] 

26   Bye    

     田嶋 柚良 [32] 

27 3461378  西村 優花 東松山ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-3  

    田嶋 柚良 [32]  

28 3461296  田嶋 柚良 [32] ﾁｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ岡部 6-1  

     

29 3461656  佐藤 緒子 [8] 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    佐藤 緒子 [8] 

30   Bye    

     佐藤 緒子 [8] 

31   Bye   7-5  

    小島 温花 [17]  

32 3461283  小島 温花 [17] 埼玉県ﾃﾆｽ協会  
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33 3461461  松本 知花 [9] ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  

    松本 知花 [9] 

34   Bye    

     松本 知花 [9] 

35   Bye   6-2  

    仙波 瑚希未 [21]  

36 3461470  仙波 瑚希未 [21] ﾌｫﾚｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

     

37 3461536  高田 奈々 [10] ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    高田 奈々 [10] 

38   Bye    

     吉野 結衣 [20] 

39   Bye   6-1  

    吉野 結衣 [20]  

40 3461236  吉野 結衣 [20] Fﾃﾆｽ  

     

41 3461348  厚木 桜花 [11] Fﾃﾆｽ  

    厚木 桜花 [11] 

42   Bye    

     厚木 桜花 [11] 

43 3461684  堀越 一莉 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-4  

    小枝 凛香 [28]  

44 3461593  小枝 凛香 [28] ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ w.o. 

     

45 3461479  村上 芭菜 [12] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    村上 芭菜 [12] 

46   Bye    

     三石 ひかり [31] 

47 3461708  後藤 彩花 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-4  

    三石 ひかり [31]  

48 3461668 WC 三石 ひかり [31] tennis team Mt 6-4  

     

49 3461443  松井 日向子 [13] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    松井 日向子 [13] 

50   Bye    

     松井 日向子 [13] 

51   Bye   6-4  

    若月 真愛 [22]  

52 3460951  若月 真愛 [22] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

     

53 3461541  伊藤 結衣 [14] ﾁｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ岡部  

    伊藤 結衣 [14] 

54   Bye    

     佐藤 佳奈 

55 3461796 WC 佐藤 佳奈 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや  6-2  

    佐藤 佳奈  

56 3461301  千葉 こころ [27] ﾁｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ岡部 6-2  

     

57 3461681  植松 愛蘭 [15] むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    植松 愛蘭 [15] 

58   Bye    

     江原 優花 [30] 

59 3461694  村田 乃愛 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  7-6(2)  

    江原 優花 [30]  

60 3461629  江原 優花 [30] 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-3  

     

61 3461531  荻原 雫 [16] 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  

    荻原 雫 [16] 

62   Bye    

     中村 美海 [26] 

63   Bye   6-4  

    中村 美海 [26]  

64 3461399  中村 美海 [26] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  
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3421969 補 安藤 颯太 Fﾃﾆｽ
1 3421682  柴崎 友輝 [1]  三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  

    楠田 悠翔 

2 3421522  楠田 悠翔 Fﾃﾆｽ 6-0   

     楠田 悠翔 

3 3421926  森口 尚吾 ｴﾙヴｪ  6-2  

    森口 尚吾  

4 3421572  岡本 翼 [22] ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-1  

     

5 3421736  山田 晄斗 [2] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  

    山田 晄斗 [2] 

6 3421845  小林 駿大 Fﾃﾆｽ 6-1   

     石丸 咲哉 

7 3421580  石丸 咲哉 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-1  

    石丸 咲哉  

8 3421465  宮本 格 [19] さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-4  

     

9 3421029  永井 蒼大 [3] ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    永井 蒼大 [3] 

10 3421887  中島 楓 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 6-0   

     永井 蒼大 [3] 

11 3421389  富田 飛龍 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ  6-0  

    中田 琉生 [30]  

12 3421932  中田 琉生 [30] ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-2  

     

13 3421524  小泉 斗空輝 [4] 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  

    荻原 啓太 

14 3421691  荻原 啓太 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 7-6(4)   

     荻原 啓太 

15 3420983  伊沢 大貴 Fﾃﾆｽ  6-3  

    伊沢 大貴  

16 3421511  市村 樹生 [17] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-1  

     

17 3421004  村岡 優羅 [5] Fﾃﾆｽ  

    岩井 勇樹 

18 3421587  岩井 勇樹 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや 6-3   

     羽生田 琉碧 [26] 

19 3421960  斎藤 旺汰 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  7-5  

    羽生田 琉碧 [26]  

20 3421724  羽生田 琉碧 [26] ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-4  

     

21 3421451  宮坂 海莉 [6] SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ  

    山崎 夢翔 

22 3421573  山崎 夢翔 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや 7-5   

     芦田 遼平 [21] 

23 3421396  高橋 凌 Fﾃﾆｽ  6-4  

    芦田 遼平 [21]  

24 3421456  芦田 遼平 [21] TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 6-4  

     

25 3421516  中村 遼太郎 [7] S.I.T.A  

    中村 遼太郎 [7] 

26 3421411  中嶋 俊英 Fﾃﾆｽ 6-0   

     中村 遼太郎 [7] 

27 3422088  杉浦 泰斗 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-1  

    阿曽 琉大 [25]  

28 3421002  阿曽 琉大 [25] Fﾃﾆｽ 6-1  

     

29 3421886  原島 充輝 [8] 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  

    原島 充輝 [8] 

30 3421963  広瀬 知紀 TEAM NORTH 6-1   

     遠藤 惺斗 [23] 

31 3421964  中島 健心 TEAM NORTH  6-4  

    遠藤 惺斗 [23]  

32 3420961  遠藤 惺斗 [23] むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-1  
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33 3421081  田沼 蒼空 [9] S.I.T.A  

    田沼 蒼空 [9] 

34 3421858  藤野 優光 Fﾃﾆｽ 6-1   

     田沼 蒼空 [9] 

35 3421972  田中 慶 Fﾃﾆｽ  6-2  

    原口 善宣 [27]  

36 3422245  原口 善宣 [27] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 7-6(4)  

     

37 3421599  田口 創梧 [10] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  

    田口 創梧 [10] 

38 3421993 WC 五十嵐 直隆 ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-3   

     田口 創梧 [10] 

39 3421034  菊地 吾朗 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-2  

    佐藤 浩大 [24]  

40 3421461  佐藤 浩大 [24] SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 6-2  

     

41 3421488  関根 悠大 [11] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    関根 悠大 [11] 

42 3422251  寺嶋 勇貴 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-4   

     関根 悠大 [11] 

43 3422256  小美濃 佑斗 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  6-3  

    永田 圭 [18]  

44 3421880  永田 圭 [18] Fﾃﾆｽ 6-4  

     

45 3421013  田口 友翔 [12] TEAM NORTH  

    荻原 真司 

46 3421692  荻原 真司 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-2   

     桑原 颯志 

47 3421517  桑原 颯志 ALWAYS TENNIS SCHOOL  6-3  

    桑原 颯志  

48 3421595  長野 龍之介 [29] Fﾃﾆｽ 6-1  

     

49 3421834  川岸 龍太 [13] Fﾃﾆｽ  

    川岸 龍太 [13] 

50 3421987  木村 莉仁 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-0   

     川岸 龍太 [13] 

51 3421849  中島 辰喜 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ  6-2  

    中島 辰喜  

52 3421064  佐々木 海椰 [31] 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 6-2  

     

53 3420974  北村 慧 [14] 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

    北村 慧 [14] 

54 3421918  加藤 恒晟 鴻巣ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-0   

     石田 悠人 [20] 

55 3421664  平川 大智 Novice Tennis Team  6-3  

    石田 悠人 [20]  

56 3421943  石田 悠人 [20] ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや 6-1  

     

57 3421405  村上 慧 [15] ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  

    村上 慧 [15] 

58 3421961  広瀬 政紀 TEAM NORTH 6-0   

     吉田 翔 [28] 

59 3421870  河村 柚希 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  6-0  

    吉田 翔 [28]  

60 3421509  吉田 翔 [28] ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 6-3  

     

61 3421939  種村 知也 [16] H.Y.S  

    種村 知也 [16] 

62 3420957  田谷 類仁 Fﾃﾆｽ 6-0   

     奈良 恒輝 

63 3421855  奈良 恒輝 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  6-2  

    奈良 恒輝  

64 3421406  村上 凜 [32] ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-1  



平成31年度埼玉県ジュニアテニス選手権大会

12歳以下男子ダブルス予選
登録番号 St. 氏名 所属団体 　　　　　　１R F 予選勝者

3421064  佐々木 海椰 [1] 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

1 3421056  石川 侑海斗 戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 佐々木 海椰 [1] 

    石川 侑海斗 

2   Bye   佐々木 海椰 [1] 

3421389  富田 飛龍 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ  石川 侑海斗 

3 3422299  栗田 暖大 西武ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｺｰﾄ 梅木 綸太郎 6-1  

3421564  梅木 綸太郎 Fﾃﾆｽ 神庭 頼人  

4 3421948  神庭 頼人 Fﾃﾆｽ 6-3  

3421887  中島 楓 [2] ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢  

5 3422283  益子 泰至 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 中島 楓 [2] 

    益子 泰至 

6   Bye   中田 琉生 

3421973  山口 慧也 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  堀 耀太 

7 3421996  白土 優太 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 中田 琉生 6-1  

3421932  中田 琉生 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 堀 耀太  

8 3421492  堀 耀太 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-2  

3420499  及川 朝生 [3] ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ  

9 3421599  田口 創梧 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 及川 朝生 [3] 

    田口 創梧 

10   Bye   及川 朝生 [3] 

3422301  吉永 凛 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  田口 創梧 

11 3421146  荻上 紘希 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 吉永 凛 6-2  

3421972  田中 慶 Fﾃﾆｽ 荻上 紘希  

12 3420992  田口 峻大 Fﾃﾆｽ 7-5  

3420916  加羽澤 龍之介 [4] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

13 3421511  市村 樹生 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 加羽澤 龍之介 [4] 

    市村 樹生 

14   Bye   加羽澤 龍之介 [4] 

3422359  仲冨 陽 TENNIS CLUB YOSHIOKA  市村 樹生 

15 3422338  布施川 敬太 TENNIS CLUB YOSHIOKA 仲冨 陽 6-0  

3422040  増田 隼人 Novice Tennis Team 布施川 敬太  

16 3421664  平川 大智 Novice Tennis Team 7-6(6)  

3421823  奈良 駿咲 [5] Fﾃﾆｽ  

17 3421595  長野 龍之介 Fﾃﾆｽ 奈良 駿咲 [5] 

    長野 龍之介 

18   Bye   寺嶋 勇貴 

3422251  寺嶋 勇貴 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  那須 悠飛 

19 3420942  那須 悠飛 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 寺嶋 勇貴 6-2  

3421516  中村 遼太郎 [9] S.I.T.A 那須 悠飛  

20 3421456  芦田 遼平 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ 7-5  

3421834  川岸 龍太 [6] Fﾃﾆｽ  

21 3421858  藤野 優光 Fﾃﾆｽ 川岸 龍太 [6] 

    藤野 優光 

22   Bye   川岸 龍太 [6] 

3421573  山崎 夢翔 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや  藤野 優光 

23 3421587  岩井 勇樹 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞNASこしがや 伊沢 大貴 [10] 7-5  

3420983  伊沢 大貴 [10] Fﾃﾆｽ 高橋 凌  

24 3421396  高橋 凌 Fﾃﾆｽ 6-3  

3421870  河村 柚希 [7] 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  

25 3421488  関根 悠大 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 河村 柚希 [7] 

3421880  永田 圭 Fﾃﾆｽ 関根 悠大 

26 3421911  滝口 哉人 Fﾃﾆｽ 6-1  荻原 啓太 [12] 

3421990  野村 昊平 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ  荻原 真司 

27 3421557  須藤 佑啓 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 荻原 啓太 [12] 6-4  

3421691  荻原 啓太 [12] 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 荻原 真司  

28 3421692  荻原 真司 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-3  

3421143  佐藤 怜 [8] ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ  

29 3421364  鳥山 騎世 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 佐藤 怜 [8] 

3421453  植村 彰人 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 鳥山 騎世 

30 3420999  高野 萱人 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6-0  佐藤 怜 [8] 

3422256  小美濃 佑斗 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ  鳥山 騎世 

31 3421992  岡部 燎音 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 小美濃 佑斗 6-0  

3421524  小泉 斗空輝 [11] 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 岡部 燎音  

32 3421575  林 駿汰郎 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6-4  
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