
第39回全国小学生テニス選手権東京都推薦順位決定戦

BS 12-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. 所属団体 KTA番号 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

 
  
 奈良 恒輝 [1] 
 8-2   
  奈良 恒輝 [1] 
  8-3  
 福嶋 虎之介  
 8-4   
  奈良 恒輝 [1]
  8-4
 増田 跳馬  
 8-3   
  鈴木 基正 [13] 
  8-2  
 鈴木 基正 [13]  
 8-0   
  奈良 恒輝 [1]
  8-0
 林 優成 [12]  
 8-3   
  岩崎 礼 
  9-7  
 岩崎 礼  
 8-4   
  岩崎 礼
  9-7

橋本 大輔  
8-1   

  橋本 大輔 
  8-4  
 石崎 葵巳 [6]  
 8-0   
  天野 雄太 [3]
  8-6
 天野 雄太 [3]  
 8-1   
  天野 雄太 [3] 
  8-1  
 迎 希生  
 8-1   
  天野 雄太 [3]
  8-0
 名和 実祥  
 8-3   
  川崎 尊琥 [15] 
  8-1  
 川崎 尊琥 [15]  
 8-3   
  天野 雄太 [3]
  8-2
 清水 雅弘 [11]  
 8-0   
  梅川 友 
  8-4  
 梅川 友  
 8-5   
  梅川 友
  8-2
 足立 健太朗  
 8-2   
  足立 健太朗 
  8-4  

齊藤 翼  
8-1   

  天野 雄太 [3]
  8-4
 宮崎 雄聖  
 8-6   
  葛󠄀󠄀󠄀 瑛心 
  9-7  
 葛󠄀󠄀󠄀 瑛心  
 8-2   
  葛󠄀󠄀󠄀 瑛心
  9-8(6)
 久保 光平  
 8-1   
  寺内 龍大 [9] 
  8-2  
 寺内 龍大 [9]  
 8-4   
  川口 孝大 [4]
  8-2
 齊藤 匠海 [16]  
 8-4   
  齊藤 匠海 [16] 
  9-8(7)  
 久野 佑隼  
 8-0   
  川口 孝大 [4]
  8-1
 上野 優真  
 8-4   
  川口 孝大 [4] 
  8-3  
 川口 孝大 [4]  
 8-1   
  川口 孝大 [4]
  8-1
 丸山 楓湊 [5]  
 8-0   
  丸山 楓湊 [5] 
  8-2  
 真山 司  
 8-2   
  丸山 楓湊 [5]
  8-4
 太田 葵󠄀  
 8-4   
  太田 葵󠄀 
  8-2  
 立花 涼 [10]  
 8-1   
  長谷川 諒輔 [2]
  9-8(5)
 川村 准椰 [14]  
 8-0   
  川村 准椰 [14] 
  8-0  
 金中 悠輔  補欠

 8-4   1.3129632 木村　陽翔
  長谷川 諒輔 [2] 2.3129871 川田　悠人
  8-6 3.3130159 田中　佑

木村 陽翔  4.3130025 後藤　蒼空
8-6   5.3129791 太田　煌樹

  長谷川 諒輔 [2] 6.3130167 草野　翼
  8-0  
 長谷川 諒輔 [2]  
 8-2  

補2

補4

補1

亀田小 

落合三小 
青󠄀インターナショナルスクール 

M143473

富士見小 金中 悠輔 3130217 

白糸台小 

高輪台小 

北ノ台小 

1

荒木 琉翔 3130060 宝仙学園 M6921242

奈良 恒輝 [1] 3421855 

慶應幼稚舎 

馬込三小 

七国小 

馬込二小 

駕籠町小 

小金井第二小 

鶴川二小 

大野田小 

境南小 

成城学園初等学校 

三鷹二小 

立教小 

豊洲北小 

みなみ野小 

町田二小 

豊海小 

慶應幼稚舎 

尾山台小 

片倉台小 

東台小 

和泉小 

深沢小 

宇津木台小 

飛田給小 

業平小 

調布一小 

長沼小 

慶應幼稚舎 

武蔵村山十小 

八王子三小 

八雲台小 

久松小 

立教小 

増戸小 

小平十小 

玉川小 

学園東小 

汐入小 

高井戸東小 

中山小 

西落合小 

みなみ野君田小 

昭島玉川小 

栄小 

由木中央小 

桜丘小 

お茶の水女子大 

立教小 

慶應幼稚舎 

長池小 

暁星小 

西田小 

多摩二小 

武蔵野東小 

東深沢 

城山小 

3129937 

3129761 

3216598 

3129546 

3130150 

大井 琢磨 
3216174 福嶋 虎之介 
3129978 増田 跳馬 
3130232 及川 和輝 

高柳 悠和 
3129763 鈴木 基正 [13] 
3216410 林 優成 [12] 
3129398 岩尾 悠人 

岩崎 礼 
3129639 中山 湧喜 
3129772 橋本 大輔 
3129871 川田 悠人 

児島 湊 
3129064 石崎 葵巳 [6] 
3129056 天野 雄太 [3] 
3129560 藍澤 恵大 

熊谷 航 
3129585 迎 希生 
3129908 名和 実祥 
3129853 堂後 京輔 
3314976 石井 千博 
3129507 川崎 尊琥 [15] 
3129592 清水 雅弘 [11] 
3129913 池田 亘佑 
3130355 杉本 海大 
3130165 梅川 友 
3129578 足立 健太朗 
3130220 竹田 朋生 
3129939 齊藤 翼 
3130025 後藤 蒼空 
3129492 鹿内 遥介 [8] 
3129735 宮崎 雄聖 
3216617 沼尻 聡一郎 
3130189 葛󠄀󠄀󠄀 瑛心 
3129784 月森 丈 
3129618 久保 光平 
3130350 大杉 櫂斗 
3129483 寺内 龍大 [9] 
3129566 齊藤 匠海 [16] 
3129778 藤岡 慶 
3130051 久野 佑隼 
3129728 川口 夏椰人 
3314981 上野 優真 
3129895 小笠原 旦騎 
3216346 佐藤 政宗 
3129513 川口 孝大 [4] 
3129164 丸山 楓湊 [5] 
3129962 齊藤 壱知 
3129780 長井 祥真 
3129830 真山 司 
3129504 太田 葵󠄀 
3130095 中村 海 
3129796 秋山 那由多 
3129724 立花 涼 [10] 
3129942 川村 准椰 [14] 
3315053 三好 悠斗 
3130203 西山 隆平 

3130105 新出 和磨 
3129632 木村 陽翔 
3129822 松本 岳 
3129151 長谷川 諒輔 [2] 

3 M691102

4 M147738

5 M700974

6 M691106

7 M691105

8 M154149

9 M155539

10 M690536

11 M155009

12 M690723

13 M692656

14 M691700

15 M141744

16 M132577

17 M132102

18 M701146

19 M693493

20 M146759

21 M701561

22 M692133

23 M148780

24 M691365

25 M133113

26 M147849

27 M701782

28 M693821

29 M147011

30 M691452

31 M700971

32 M692841

33 M132222

34 M133258

35 M691654

36 M690436

37 M690685

38 M691108

39 M693855

40 M147004

41 M155008

42 M133571

43 M155607

44 M691115

45 M154152

46 M690537

47 M691150

48 M691574

49 M134899

50 M154783

51 M701229

52 M691398

53 M691385

54 M159727

55 M693402

56 M132077

57 M154148

58 M701357

59 M690268

63 M691366

64 M155005

60 M693495

61 M700970

62 M154766



順位決定戦

順位 3-4 奈良 恒輝 [1]  
 奈良 恒輝 [1]

   長谷川 諒輔 [2] 6-4
    
   

   

    
順位 5-8 岩崎 礼  

    梅川 友
   梅川 友 6-4  
     葛󠄀󠄀󠄀 瑛心

   葛󠄀󠄀󠄀 瑛心  6-1
    葛󠄀󠄀󠄀 瑛心  
   丸山 楓湊 [5] w.o.
    
   順位 7-8 岩崎 礼  
    岩崎 礼
   丸山 楓湊 [5] w.o.
     
   順位 9-16 鈴木 基正 [13]  
    鈴木 基正 [13]
   橋本 大輔 6-4  
     川崎 尊琥 [15]
   川崎 尊琥 [15]  6-2
    川崎 尊琥 [15]  
   足立 健太朗 6-1  
     川村 准椰 [14]
   寺内 龍大 [9]  6-1
    齊藤 匠海 [16]  
   齊藤 匠海 [16] 6-4  
     川村 准椰 [14]
   太田 葵󠄀  6-1
    川村 准椰 [14]  
   川村 准椰 [14] 6-2
     
   順位 11-12 鈴木 基正 [13]  
    齊藤 匠海 [16]
   齊藤 匠海 [16] 6-4
     
   順位 13-16 橋本 大輔  
    橋本 大輔

   足立 健太朗 7-5  
     橋本 大輔

   寺内 龍大 [9]  6-2
    太田 葵󠄀  
   太田 葵󠄀 6-3
    
   順位 15-16 足立 健太朗  
    寺内 龍大 [9]
   寺内 龍大 [9] 6-4
    
    
    


	BS 12-本戦

