
STC DUNLOP CUP8月大会　U16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 3128806 東海大学菅生高等学校 浅井 裕真 [1] 33 3130463 ノアインドアステージ国分寺 吉田 陽仁 [5]
浅井 裕真 [1] ※網掛けは欠場者 吉田 陽仁 [5]

2 Bye 34 Bye
浅井 裕真 [1] 斎藤 旺汰

3 3422318 大熊テニスクラブ 百瀬 裕輝 6-0 6-0 35 3421960 大熊テニスクラブ 斎藤 旺汰

百瀬 裕輝 斎藤 旺汰

4 Bye 36 Bye
浅井 裕真 [1] 五十嵐 直隆 [9]

5 Bye w.o 6-0 37 Bye
西尾 悠吾 野村 悠真

6 3804113 OTSC 西尾 悠吾 38 3804185 リバーテニススクール 野村 悠真

五十嵐 直隆 [9]
7 Bye Not Played 6-1 39 Bye

渡辺 開 [13] 五十嵐 直隆 [9]
8 3315075 サムライPAL 渡辺 開 [13] 羽生田 琉碧 [3] 40 3421993 レイムテニスセンター 五十嵐 直隆 [9]

浅井 裕真 [1] 7-6(5) 羽生田 琉碧 [3]
9 3506937 一筆テニスクラブ 高田 大地 [12] 6-0 6-4 41 3506809 ミナミグリーンテニスクラブ 倉林 大愛 [14]

高田 大地 [12] 倉林 大愛 [14]
10 Bye 42 Bye

高田 大地 [12] 三島 昂起

11 3129534 コートピア大泉テニスクラブ 外川 大輝 6-1 w.o 43 3421954 Ｆテニス 三島 昂起

外川 大輝 三島 昂起

12 Bye 44 Bye
高田 大地 [12] 羽生田 琉碧 [3]

13 Bye 6-2 6-0 45 3422363 石井真テニスアカデミー 相川 力哉

片岡　 宏治 相川 力哉

14 3129356 京王赤城アカデミー 片岡　 宏治 6-3 46 3129993 コスモテニスカレッジ 齋藤 大雅

片岡　 宏治 羽生田 琉碧 [3]
15 Bye w.o 6-0 47 Bye

仁科 来斗 [6] 羽生田 琉碧 [3]
16 3804114 アウリンテニスクラブ 仁科 来斗 [6] 48 3421724 グリーンテニスプラザ 羽生田 琉碧 [3]

浅井 裕真 [1] 羽生田 琉碧 [3]
17 3420473 上尾テニスクラブ 会田 湧紀 [4] 6-0 6-1 49 3129419 桜田倶楽部 赤羽 拓飛 [8]

会田 湧紀 [4] 赤羽 拓飛 [8]
18 Bye 50 Bye

塚野 広大 赤羽 拓飛 [8]
19 3130726 A&Aテニスアカデミー 塚野 広大 6-3 w.o 51 3130354 MTSテニスアリーナ三鷹 田中 雄真

塚野 広大 田中 雄真

20 3605213 県立並木中等教育学校 西村 侑高 6-0 52 Bye
塚野 広大 赤羽 拓飛 [8]

21 Bye 6-0 6-1 53 Bye
金 析昊 中山 楽仁

22 WC 3423069 グリーンテニスプラザ 金 析昊 54 3605067 NJテニスクラブ 中山 楽仁

金 析昊 中山 楽仁

23 Bye w.o w.o 55 Bye
西嶋 凜央翔 [15] 小笠原 湊 [10]

24 3421427 石井真テニスアカデミー 西嶋 凜央翔 [15] 56 3421135 川越東高校 小笠原 湊 [10]
塚野 広大 松本 諭宇 [2]

25 3130480 善福寺公園TC 川井 小太郎 [11] 6-1 6-3 57 3421975 SYT月見野テニススクール 室園 和真 [16]
川井 小太郎 [11] 室園 和真 [16]

26 Bye 58 Bye
伊沢 大貴 室園 和真 [16]

27 3420983 Ｆテニス 伊沢 大貴 7-5 7-5 59 3129641 南町田インターナショナルテニスカレッジ 代田 健太郎

伊沢 大貴 代田 健太郎

28 Bye シード順位 60 Bye
伊沢 大貴 1 浅井 裕真 9 五十嵐 直隆 松本 諭宇 [2]

29 Bye 6-0 2 松本 諭宇 10 小笠原 湊 6-2 61 Bye
大川 浩輝 3 羽生田 琉碧 11 川井 小太郎 山下 豪太

30 3314964 オールサムズテニスクラブ 大川 浩輝 4 会田 湧紀 12 高田 大地 62 WC 3130773 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 山下 豪太

大川 浩輝 5 吉田 陽仁 13 渡辺 開 松本 諭宇 [2]
31 Bye w.o 6 仁科 来斗 14 倉林 大愛 6-1 63 Bye

七田 猛 [7] 7 七田 猛 15 西嶋 凜央翔 松本 諭宇 [2]
32 3215894 荏原SSC 七田 猛 [7] 8 赤羽 拓飛 16 室園 和真 64 3215641 荏原SSC 松本 諭宇 [2]


