
１4才以下 男子ダブルス 本戦１4才以下　男子ダブルス　本戦　
1R 2R QF SF F1R 2R QF SF F

3311929 野内 健之介 志津TC ）(3311929 野内　健之介 志津TC
3311288 上島 郁巳 志津TC 3決

1
16 田代）(3311288 上島　郁巳 志津TC 3決

神田 種市

1
16.田代・

寺薗

）(
神田・種市

島 （ ）
BYE2

寺薗

野内・上島 76（7）

多保 拓哉 葉県 協会

BYE2
24.神田・

種市3311721 多保田　拓哉 千葉県ﾃﾆｽ協会 60
3 ） 多保田・

矢島(
種市多保 拓哉 千葉県ﾃ 協会

3312869 矢島　詳剛 鷹之台TC
3 ） 矢島(33 869 矢島　詳剛 鷹之台 C

3312222 入澤　聖 柏TC 63
4 ）(3312222 入澤　聖 柏TC 63

3312221 加藤　駿汰 柏TC 野内・上島
4 ）(3312221 加藤　駿汰 柏TC 野内 上島

3312166 大森 大輔 ﾛｲﾔﾙSCTC 61
5 ） 長谷川・(3312166 大森　大輔 ﾛｲﾔﾙSCTC 61

3312407 丑澤 海輝 ﾛｲﾔﾙSCTC
5 ） 長谷川・

成田(3312407 丑澤　海輝 ﾛｲﾔﾙSCTC
3311943 長谷川 陽平 鷹之台TC 63(

）

）

成田(
3311943 長谷川　陽平 鷹之台TC 63

3312274 成田 魁利 鷹之台TC 岡・藤原(6 ）3312274 成田　魁利 鷹之台TC 岡・藤原

3312273 坂本 翔太 GEN TA 61

(

(

）

）3312273 坂本　翔太 GEN TA 61

3312205 金納 拓海 TAC 岡 藤原(7 ）3312205 金納　拓海 TAC 岡・藤原

3312220 岡 倫太郎 楠ｸﾗﾌﾞ 63

(7 ）
3312220 岡　倫太郎 楠ｸﾗﾌﾞ 63

3311855 藤原 駿太 志津TC 野内 上島
8 ( ）3311855 藤原　駿太 志津TC 野内・上島

11 1 宮崎 元太 ｻﾑﾗｲﾃ ｽ

8 ( ）
3311615 宮崎　元太 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ 64

嶋 瑛介 ﾎﾟ ｶﾞ ﾞ ）9 (3311895 嶋田　瑛介 T&Kｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 宮崎・嶋田）9 (嶋 介
3312147 粟屋　雄稀 ﾛｲﾔﾙSCTC 63）10 (粟屋 雄稀 ｲﾔﾙ
3312336 渡邉　朋輝 BASIS 宮崎・嶋田）10 (3312336 渡邉　朋輝 BASIS 宮崎 嶋田

3311966 峰岸　晃希 SOL Tennis College 75）11 (3311966 峰岸　晃希 SOL Tennis College 75

3311717 益子 理光 初石TC 今田・武井）11 (3311717 益子　理光 初石TC 今田 武井

3312307 今田 圭祐 VOTA 63）(12
3312307 今田　圭祐 VOTA 63

3311930 武井 優太 VOTA 田代・寺薗）(12
3311930 武井　優太 VOTA 田代・寺薗

3312162 塚越 皓平 鷹之台TC 75

）

）

(

(3312162 塚越　皓平 鷹之台TC 75

3311901 中野 剛 鷹之台TC 水口・高澤）(13
3311901 中野　剛 鷹之台TC 水口・高澤

3312031 水口 弘裕 志津TC 63

）

）(

(
3312031 水口　弘裕 志津TC 63

3312199 高澤 滉 ﾌﾐﾔｴ ｽ市川TA 田代 寺薗）14 (3312199 高澤　滉 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA 田代・寺薗

3312556 岩佐 藍輝 ﾛｲﾔﾙSCTC 61

）14 (
3312556 岩佐　藍輝 ﾛｲﾔﾙSCTC 61

3312136 宮野 秀都 ｲﾔﾙSCTC 代 寺薗）15 (3312136 宮野　秀都 ﾛｲﾔﾙSCTC 田代・寺薗

代 悠雅 楠ｸ ﾞ

）15 (
3312094 田代　悠雅 楠ｸﾗﾌﾞ 60）16 (代 ﾗ
3311685 寺薗　純眞 楠ｸﾗﾌﾞ 野内・上島）16 (寺薗 純眞 楠ｸﾗﾌ
3312277 奈良部　駿 TTC 64）( 奈良部・

17
3312277 奈良部　駿 TTC 64
3312095 河野　幹 TTC ）( 奈良部

河野17
3312095 河野　幹 TTC
3312150 白清 健祐 Ken's Nagatsuka TA 62）( 奈良部・

18
3312150 白清　健祐 Ken s Nagatsuka TA 62

3311874 三上 幸将 志津TC ）( 奈良部
河野18

3311874 三上　幸将 志津TC
3311908 佐久間 亮 鷹之台TC 60

）

）

(

(

河野

3311908 佐久間　亮 鷹之台TC 60

3312474 清水川 仁 鷹之台TC 戸村・青木）(19
3312474 清水川　仁 鷹之台TC 戸村・青木

3312270 戸村 怜央 ﾛｲﾔﾙSCTC 61

）

）

(

(3312270 戸村　怜央 ﾛｲﾔﾙSCTC 61

3312109 青木 楓馬 ﾛｲﾔﾙSCTC 神田・種市）(20
3312109 青木　楓馬 ﾛｲﾔﾙSCTC 神田・種市

3312128 伊藤 隆 TAC 76（5）

）(

( ）3312128 伊藤　隆 TAC 76（5）

3311716 桝田 聖哉 ｵ ﾙｻﾑｽﾞTC 伊藤 舛田(21 ）3311716 桝田　聖哉 ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC 伊藤・舛田

3312133 谷下 智朗 志津TC

(21 ）
3312133 谷下　智朗 志津TC 62

白 大生 志津(22 ）3312175 白石　大生 志津TC 神田・種市(22 ）
3312075 森田　陽介 高津ﾛｰﾝTC 63( ）23

森 陽介 高津 ﾝ
3311861 長谷川　亮 高津ﾛｰﾝTC 神田・種市( ）23
3311861 長谷川　亮 高津ﾛ ﾝTC 神 種市

3311940 神田　留尉 TTC 60( ）24
3311940 神田　留尉 TTC 60

3311683 種市 竜也 きさらづｱｳﾙTC 宮本・竹内( ）24
3311683 種市　竜也 きさらづｱｳﾙTC 宮本 竹内

3311281 青木 真人 楠ｸﾗﾌﾞ 62）25 (3311281 青木　真人 楠ｸﾗﾌ 62

3312538 齋藤 優 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ 青木・齋藤）25 (3312538 齋藤　優 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ 青木・齋藤

3312974 岡田 陸 ﾛｲﾔﾙSCTC 61 ｼｰﾄﾞ順位

）

）(

(
3312974 岡田　陸 ﾛｲﾔﾙSCTC 61

3312441 石井 駿介 ﾛｲﾔﾙSCTC 宮本・竹内

ｼｰﾄ 順位）(26
3312441 石井　駿介 ﾛｲﾔﾙSCTC 宮本・竹内

3312432 渡邉 大樹 TTC 61）

）(

( 1 野内健之介
3312432 渡邉　大樹 TTC 61

3312462 佐藤 瑠紺 TTC 宮本 竹内）(27 1.野内健之介

上島郁巳
3312462 佐藤　瑠紺 TTC 宮本・竹内

3311720 宮本 大勢 志津TC 60

）(27 1.野内健之介

上島郁巳

高村佑樹
3311720 宮本　大勢 志津TC 60

3311959 竹内 聡有 ｵ ﾙｻﾑｽﾞTC 宮本 竹内）(28

1.野内健之介

上島郁巳

2.高村佑樹3311959 竹内　聡有 ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC 宮本・竹内

今井 大志 殿山

）(28

1.野内健之介

上島郁巳

2.高村佑樹

山中恭兵3312334 今井　大志 殿山TG 60

村 慧悟 ）(29
長谷川・

前道

1.野内健之介

上島郁巳

2.高村佑樹

山中恭兵

3.神田留尉3312804 中村　慧悟 殿山TG ）(29 前道

1.野内健之介

上島郁巳

2.高村佑樹

山中恭兵

3.神田留尉

種市竜也

中村 慧悟 殿山
3312321 長谷川　慎二 ｱｰﾄﾋﾙTC 62( ）30

1.野内健之介

上島郁巳

2.高村佑樹

山中恭兵

3.神田留尉

種市竜也

4 宮崎元太

3312321 長谷川　慎 ｱ ﾄﾋﾙTC
3311952 前道　隆位 鷹之台TC 高村・山中( ）30

1.野内健之介

上島郁巳

2.高村佑樹

山中恭兵

3.神田留尉

種市竜也

4 宮崎元太3311952 前道　隆位 鷹之台TC 高村 山中

3312810 水野　伶皇 八千代ｷｯｽﾞﾃﾆｽ 64( ）31

1.野内健之介

上島郁巳

2.高村佑樹

山中恭兵

3.神田留尉

種市竜也

4. 宮崎元太
3312810 水野　伶皇 八千代ｷｯｽ ﾃﾆｽ 64

3313054 今井 駿人 ﾆｯｹﾃﾆｽﾄﾞｰﾑ 高村・山中( ）31

1.野内健之介

上島郁巳

2.高村佑樹

山中恭兵

3.神田留尉

種市竜也

4. 宮崎元太

3313054 今井　駿人 ﾆｯｹﾃﾆｽﾄ ﾑ 高村 山中

3311957 高村 佑樹 ﾛｲﾔﾙSCTC 60( ）32

1.野内健之介

上島郁巳

2.高村佑樹

山中恭兵

3.神田留尉

種市竜也

4. 宮崎元太

3311957 高村　佑樹 ﾛｲﾔﾙSCTC 60

3311885 山中 恭兵 ﾛｲﾔﾙSCTC( ）32
3311885 山中　恭兵 ﾛｲﾔﾙSCTC( ）



14才以下男子D 9位～16位決定戦14才以下男子D　9位～16位決定戦

長谷川
3 多保田・矢島

長谷川・
成田　3.多保田・矢島 成田

今田
多保田 矢島 6 長谷川・成田

75 今田・
武井多保田・矢島 　6.長谷川・成田 武井

WO 今田 61WO
12 今田・武井

今田・
武井

61
12.今田・武井 武井

長谷川 WO 伊藤長谷川・
前道 14.水口・高澤

WO 伊藤・
舛田前道 14.水口 高澤 舛田

61 伊藤 6461
20.戸村・青木

伊藤・
舛田

64
20.戸村 青木 舛田

62 伊藤
長谷川 前道 21.伊藤・舛田

62 伊藤・
舛田長谷川・前道 21.伊藤 舛田 舛田

63 青木 6263
25.青木・齋藤

青木・
齋藤

62
25.青木 齋藤 齋藤

62
30.長谷川・前道

62
30.長谷川 前道

水 高澤 長谷 成14.水口・高澤 6.長谷川・成田 青木・
戸村・青木

水 高澤 長谷川 成田 青木
齋藤戸村・青木 齋藤

WO 62WO

20 戸村 青木 2 青木 齋藤

62

20.戸村・青木 25.青木・齋藤

順位順位順位

⑨ 21 伊藤 舛田⑨ 21.伊藤・舛田⑨

⑩ 12 今田 武井⑩ 12.今田・武井⑩

⑪ 25 青木 齋藤⑪ 25.青木・齋藤⑪

⑫ 6 長谷川 成田⑫ 　6.長谷川・成田⑫

⑬ 30 長谷川 前道⑬ 30.長谷川・前道

⑭ 3 多保田 矢島⑭ 　3.多保田・矢島

⑮ 20 戸村・青木⑮ 20.戸村・青木

⑯ 14 水口・高澤⑯ 14.水口・高澤


