
STC DUNLOP CUP9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 3804196 アウリンテニスクラブ 田巻 陽太 [1] 33 3315104 志津テニスクラブ 中村 凰羽 [7]
田巻 陽太 [1] ※網掛けは欠場者 中村 凰羽 [7]

2 3130728 A＆Ａテニスアカデミー 稲葉 優羽 6-4 6-0 34 3315268 自由ヶ丘インターナショナルテニスカレッジ 吉田 竜彬

田巻 陽太 [1] 中村 凰羽 [7] 3130843 水藤 嵩人

3 3315140 ロイヤルSCテニスクラブ 吉田 朝陽 6-2 6-1 35 3216685 Team YUKA 安濃 凛
泉 夢真 小坂 泰士

4 3422833 与野テニスクラブ 泉 夢真 6-3 6-0 36 3130509 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 小坂 泰士

田巻 陽太 [1] 中村 凰羽 [7]
5 3130636 タウンテニス大泉学園 柿原 洸太 6-2 6-3 37 3216675 荏原SSC 渡邉 南

小林 俊太 渡邉 南
6 3130364 八王子テニスアカデミー 小林 俊太 6-1 6-2 38 3804293 リバーテニススクール 赤堀 晃太郎

小林 俊太 伊佐 祐舞 [10]
7 3804309 ビッグツリー 樽 優斗 7-6(5) 6-2 39 3130926 東京都テニス協会 黒田 琥太郎

佐藤 珀 [14] 伊佐 祐舞 [10]
8 3422678 ALWAYS TENNIS SCHOOL 佐藤 珀 [14] 6-1 吉田 悠佑 [2] 6-1 40 3314925 Ken'sテニスパーク海浜幕張 伊佐 祐舞 [10]

田巻 陽太 [1] 7-5 美留町 邦斗 [3]
9 3315001 吉田記念テニス研修センター 寺師 海渡 [9] 6-4 6-2 41 3130747 タウンテニス大泉学園 鳥羽 一生 [15]

寺師 海渡 [9] 鳥羽 一生 [15]
10 3315360 S Y S 青柳 晃正 6-4 6-1 42 3130642 緑ヶ丘TG 福間 慧

寺師 海渡 [9] 鳥羽 一生 [15]
11 3130614 有明ジュニアテニスアカデミー 小林 瑞舜 6-4 6-2 43 3315145 吉田記念テニス研修センター 粕川 大智

小林 瑞舜 粕川 大智

12 3216783 荏原SSC 福本 颯真 6-4 6-3 44 3130822 善福寺公園テニスクラブ 森下 瑛人

大杉 櫂斗 [6] 美留町 邦斗 [3]
13 3130540 京王赤城アカデミー 岡田 悠希 6-3 w.o 45 3130627 大正セントラルテニスクラブ 目白 澁谷 崇雄

岡田 悠希 鳥居 亮介

14 3130779 VIP TENNIS ACADEMY 井上 遥真 6-1 7-5 46 3130767 八王子テニスアカデミー 鳥居 亮介

大杉 櫂斗 [6] 美留町 邦斗 [3] 3315372 初石テニスクラブ 梅本 想
15 3315101 初石テニスクラブ 石原 央祐 6-1 6-1 47 3130883 大正セントラルテニスクラブ目白 小森 春樹

大杉 櫂斗 [6] 美留町 邦斗 [3]
16 3130350 東京都テニス協会 大杉 櫂斗 [6] 6-1 6-0 48 3605081 NJテニスクラブ 美留町 邦斗 [3]

田巻 陽太 [1] 吉田 悠佑 [2]
17 3130005 善福寺公園テニスクラブ 土屋 悠一朗 [4] 7-5 6-4 49 3314836 ロイヤルSCテニスクラブ 釣巻 瑛都 [5]

土屋 悠一朗 [4] 釣巻 瑛都 [5]
18 3130405 ICHIKATSU TENNIS ACADEMY 荒地 一聡 6-1 w.o 50 3130532 TAI Tennis School 田口 裕誠

3422674 大熊テニスアカデミー 都築  蒼右 土屋 悠一朗 [4] 釣巻 瑛都 [5]
19 3216916 レニックステニススクール 大野 修慈 6-3 w.o 51 3216814 S.ONEグリーンテニスクラブ 五味 煌太

大畑 慶祐 Not Played
20 3422872 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 大畑 慶祐 6-1 52 3422907 与野テニスクラブ 河村 恵吾

土屋 悠一朗 [4] 釣巻 瑛都 [5]
21 3423187 テニスハウスfun 田口 寛樹 6-2 6-3 53 3216621 レニックステニススクール 大串 實躍

林 亮吾 大串 實躍

22 3507594 MAT前橋テニスアカデミー 林 亮吾 w.o 6-1 54 3507513 ミナミグリーンテニスクラブ 寒澤 槙太

平野 匠悟 [13] 佐野 瑛士 [11]
23 3507593 上野山テニススクール 清水 翔瑛 6-2 6-1 55 3130556 善福寺公園テニスクラブ 今福 志門

平野 匠悟 [13] 佐野 瑛士 [11]
24 3422655 三芳ジュニアテニスアカデミー 平野 匠悟 [13] 6-0 w.o 56 3703967 Ishii Tennis Academy 佐野 瑛士 [11]

土屋 悠一朗 [4] 吉田 悠佑 [2]
25 3216788 橘テニスアカデミー 甲田 将 [12] 6-0 6-2 57 3130567 ICHIKATSU TENNIS ACADEMY 原 穂考 [16]

甲田 将 [12] 原 穂考 [16]
26 3130641 たちかわジュニアテニスアカデミー 梶谷 崇仁 6-3 7-6(2) 58 3130791 八王子テニスアカデミー 橋本 成矢

甲田 将 [12] 原 穂考 [16]
27 3315267 初石テニスクラブ 飯尾 奏太 6-1 7-5 59 3130351 狛江インドアジュニアATPチーム 宮田 啓慎

菅原 心ノ丞 宮田 啓慎

28 3315096 Kens海浜幕張 菅原 心ノ丞 6-0 シード順位 6-2 60 3423038 ジョイナステニスアカデミー 蓮見 莉央

甲田 将 [12] 1 田巻 陽太 9 寺師 海渡 吉田 悠佑 [2]
29 3315013 吉田記念テニス研修センター 中村 朔士 6-3 2 吉田 悠佑 10 伊佐 祐舞 6-0 61 3315062 初石テニスクラブ 齋藤 聖斗

大滝 巧真 3 美留町 邦斗 11 佐野 瑛士 高橋 勝志 3130892 緑ヶ丘テニスガーデン 高橋 勝志

30 3422769 アクロステニスアカデミー 大滝 巧真 6-0 4 土屋 悠一朗 12 甲田 将 w.c 62 3216843 荏原SSC 柵瀬 櫂
石川 理仁 5 釣巻 瑛都 13 平野 匠悟 吉田 悠佑 [2] 3130785 有明ジュニアテニスアカデミー 岩瀬 凛太朗

31 3422026 戸田市スポーツセンター 石川 理仁 6-2 6 大杉 櫂斗 14 佐藤 珀 6-0 63 3423211 テニスハウスfun 水野 健太

石川 理仁 7 中村 凰羽 15 鳥羽 一生 吉田 悠佑 [2]
32 3315220 Asch JTAM 髙橋 勇翔 [8] 7-5 8 髙橋 勇翔 16 原 穂考 6-0 64 3422380 リトルプリンステニスクラブ 吉田 悠佑 [2]


