
STC DUNLOP CUP8月大会 U18男子シングルス

登録番号 所属先 名前 1R 2R QF SF F

1 3804390 足利大学附属高校 笹本 龍哉 [1]
笹本 龍哉 [1] ※網掛けは欠場者

2 Bye
笹本 龍哉 [1]

3 3422334 昌平高校 白石 夏輝 6-1
原 飛馬斗

4 3128885 マキシマムスポーツマインド 原 飛馬斗 6-2
笹本 龍哉 [1]

5 遅刻 3314802 オールサムズテニスクラブ 富澤 知弘 6-2

6 3604871 CSJ 杉山 広侑 Not played
根本 晃征 [6]

7 3128593 緑ヶ丘テニスガーデン 中山 雄暉 w.o
根本 晃征 [6]

8 3419977 Ｆテニス 根本 晃征 [6] w.o
渡邉 慧 [3]

9 3131070 日本大学第三高等学校 渡邉 慧 [3] 6-3
渡邉 慧 [3]

10 3129739 日本大学第三高等学校 松岡 玲央 w.o
渡邉 慧 [3]

11 3314924 ken'sテニスパーク海浜幕張 伊佐 隼人 6-2
伊佐 隼人

12 3421003 浦和麗明高校 林 蓮汰郎 6-1
渡邉 慧 [3]

13 3421296 Smile Tennis College 青柳 太星 6-4
秋山 翔

14 3804004 リバーテニススクール 秋山 翔 6-1
長竹 理壱 [8]

15 3215308 荏原SSC 増田 悠人 6-1
長竹 理壱 [8]

16 3421518 川越東高校 長竹 理壱 [8] w.o
金子 正人 [2]

17 3423122 浦和麗明高校 松永 順平 [7] 6-3
小泉 斗空輝

18 3421524 三芳ジュニアテニスアカデミー 小泉 斗空輝 w.o
小泉 翔矢

19 3422952 埼玉栄高校 富岡 廉 6-3
小泉 翔矢

20 3130324 三鷹中等教育学校 小泉 翔矢 6-1
桑山 蒼大

21 3420803 川越東高校 桑山 蒼大 6-1
桑山 蒼大

22 3128397 京王赤城アカデミー 笹田 尚寛 w.o
桑山 蒼大

23 3314090 INABA.T.S. 稲田 和鷹 6-3
稲田 和鷹

24 遅刻 3422842 浦和学院高校 宮武 魁 [4] w.o
金子 正人 [2]

25 3215024 湘南ローンテニスクラブ 布川 翔 [5] 6-3
布川 翔 [5]

26 3129329 大成高校 安楽 大和 6-1
布川 翔 [5]

27 3215012 荏原SSC 永井 羚 w.o

28 3130724 Ａ＆Ａテニスアカデミー 荻上 紘希 Not played シード順位

金子 正人 [2] １　笹本 龍哉

29 3215929 橘テニスアカデミー 米澤 拓空 6-3 ２　金子 正人

米澤 拓空 ３　渡邉 慧
30 3216354 鎌倉学園高校 鈴木 創之 6-3 ４　宮武 魁

金子 正人 [2] ５　布川 翔
31 Bye 6-0 ６　根本 晃征

金子 正人 [2] ７　松永 順平

32 3128398 武蔵野ドームテニススクール 金子 正人 [2] ８　長竹 理壱


