
STC DUNLOP CUP8月大会　U12男子シングルス結果

登録番号 所属先 名前 1R 2R 3R QF SF F SF QF 3R 2R 1R 登録番号 所属先 名前

1 3422151 Fテニス 甲斐 瑞希 [1] 33 3703928 ISHII TENNIS ACADEMY 和久田 直人 [6]
甲斐 瑞希 [1] ※網掛けは欠場者 田所 大飛

2 Bye w.o 34 3130625 大正セントラル目白 田所 大飛

甲斐 瑞希 [1] 田所 大飛

3 3216596 厚木国際テニスクラブ 奈良崎 凜 6-1 7-6(3) 35 3423043 TC大井ファミリー 松下 結亮

大田 旬一郎 泉 夢真

4 3216914 レニックステニススクール 大田 旬一郎 6-1 w.o 36 3422833 与野テニスクラブ 泉 夢真

甲斐 瑞希 [1] 齊藤 琉維 [10]
5 3217090 ジュンレオテニスアカデミー 山本 新蒼 6-1 6-0 37 3130532 TAI Tennis School 田口 裕誠

山本 新蒼

6 3422397 Smile Tennis College 永田 千晃 w.o Not Played 38 3130484 東京都テニス協会 佐藤 大智

小泉 陽日路 [15] 齊藤 琉維 [10]
7 3130516 自由ガ丘インターナショナルテニス カレッジ 山田 健人 6-0 w.o 39 3130841 ビッグK 折間 俊希

小泉 陽日路 [15] 齊藤 琉維 [10]
8 3421976 三芳ジュニアテニスアカデミー 小泉 陽日路 [15] w.o 齊藤 壱知 [3] 6-0 40 3129963 はちおうじ庭球塾 齊藤 琉維 [10]

鎌形 倖大 [12] 6-0 島田 莉玖 [4]
9 3315181 アルドールテニスステージ 鎌形 倖大 [12] 7-5 6-3 41 3129913 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 池田 亘佑 [13]

鎌形 倖大 [12] 池田 亘佑 [13]
10 3422673 大熊テニスクラブ 小林 希輔 6-1 6-2 42 3130523 Team REC 柴谷 漣

鎌形 倖大 [12] 池田 亘佑 [13]
11 3130144 有明ジュニアテニスアカデミー 永井 啓仁 6-1 6-2 43 3130703 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 丸山 橙真

若林 玲志 西村 仁
12 3130891 ICHIKATSU TENNIS ACADEMY 若林 玲志 w.o w.o 44 3130392 TEAM YONEZAWA町田 西村 仁

鎌形 倖大 [12] 島田 莉玖 [4]
13 3130454 狛江インドアジュニアATPチーム 砂金 幹大 6-2 6-4 45 3804366 リバーテニススクール 松浦 充希

石川 智也 吉田 朝陽

14 3130932 たちかわジュニアテニスアカデミー 石川 智也 w.o 6-3 46 3315140 ロイヤルSCテニスクラブ 吉田 朝陽

田上 晴陽 [5] 島田 莉玖 [4]
15 3130808 東宝調布テニスクラブ 貞松 蓮 6-1 6-0 47 Bye

田上 晴陽 [5] 島田 莉玖 [4]
16 3507473 上野山テニススクール 田上 晴陽 [5] 6-0 48 3422264 Fテニス 島田 莉玖 [4]

齊藤 壱知 [3] 梅川 友 [2]
17 3129962 はちおうじ庭球塾 齊藤 壱知 [3] 6-0 7-5 49 3130350 東京都テニス協会 大杉 櫂斗 [8]

齊藤 壱知 [3] 大杉 櫂斗 [8]
18 Bye 6-0 50 3422674 大熊テニスクラブ 都築 蒼右

齊藤 壱知 [3] 大杉 櫂斗 [8]
19 3130641 昭和の森ジュニアテニススクール 梶谷　崇仁 6-1 6-2 51 3422656 イトマンテニススクール新所沢 山根 颯斗

梶谷　崇仁 山根 颯斗

20 3423019 H.Y.S 小池 謙斗 w.o 6-3 52 3422832 上尾テニスクラブ 高野 大河

齊藤 壱知 [3] 大杉 櫂斗 [8]
21 遅刻 3315372 初石テニスクラブ 梅本 想 6-0 6-1 53 3130728 A&Aテニスアカデミー 稲葉 優羽

大島 蒼也 稲葉 優羽

22 3422880 Smile Tennis College 大島 蒼也 w.o 6-4 54 3422855 むさしの村ローンテニスクラブ 仲間　 匠
渡辺 惺一郎 [16] 佐藤 結太 [11]

23 3422311 グリーンテニスプラザ 川崎 裕生 6-0 6-3 55 3217006 橘テニスアカデミー 北見 響
渡辺 惺一郎 [16] 佐藤 結太 [11]

24 3422776 むさしの村ローンテニスクラブ 渡辺 惺一郎 [16] 6-0 6-2 56 3422495 Smile Tennis College 佐藤 結太 [11]
齊藤 壱知 [3] 梅川 友 [2]

25 3605115 ABCTA 永井 新 [9] 6-4 6-4 57 3216680 ファーイーストJrTA 會田 真之 [14]
永井 新 [9] 原 穂考

26 3423012 グリーンテニスプラザ 柴田 一颯 w.o 6-2 58 3130567 ICHIKATSU TENNIS ACADEMY 原 穂考

永井 新 [9] 田村 健悟

27 3130791 八王子テニスアカデミー 橋本 成矢 6-2 6-4 59 3422785 石井真テニスアカデミー 田村 健悟

橋本 成矢 田村 健悟

28 3422711 Fテニス 古川 夏向 7-5 シード順位 6-3 60 3804229 宇都宮テニスクラブ 中島 颯介

永井 新 [9] 1 甲斐 瑞希 9 永井 新 梅川 友 [2]
29 3804286 リバーテニススクール 悦永 遼 6-1 2 梅川 友 10 齊藤 琉維 6-1 61 3216615 荏原SSC 冨倉 環

山下 幹太 3 齊藤 壱知 11 佐藤 結太 冨倉 環
30 3130788 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 山下 幹太 6-4 4 島田 莉玖 12 鎌形 倖大 6-4 62 3131014 CSAT 鈴木 翔大

須藤 孝侑 [7] 5 田上 晴陽 13 池田 亘佑 梅川 友 [2]
31 3130924 ウイニングショット 半谷 功志 6-3 6 和久田 直人 14 會田 真之 6-0 63 Bye

須藤 孝侑 [7] 7 須藤 孝侑 15 小泉 陽日路 梅川 友 [2]
32 3422432 Fテニス 須藤 孝侑 [7] 6-0 8 大杉 櫂斗 16 渡辺 惺一郎 64 3130165 狛江インドアジュニアATPチーム 梅川 友 [2]


