
小学生･男子（イエロー）

1 太田 理斗 青葉インドアＴＳ 25 高橋 直生 G TK

2 bye 太田 高橋 26 bye
6-2 6-3

3 林 一颯 ｸﾚｲﾄ ﾙ゙ TS 27 武田 公平 ﾌｼ ﾌ゙ ﾚ゚ﾐｱﾑ ﾘｿﾞー ﾄ

太田 高橋
4 平山 翼 INOテニス 6-2 6-3 28 渡辺 俊介 ISHITA

杉嵜 渡辺
5 杉嵜 春光 ﾌｼ ﾌ゙ ﾚ゚ﾐｱﾑ ﾘｿﾞー ﾄ 6-0 小林 渡辺 6-2 29 馬路 圭史 富士吉田テニス連盟

6-0 6-1
6 小林 優友 エストＴＣ 30 斉藤 紳介 エストＴＣ

太田 高橋
7 小林 深智 AC E TC 6-2 6-3 31 仁林 周大 INOテニス

8 bye 早川 仁林 32 bye
6-1 6-3

9 早川 蒼 ISHITA 33 藤森 駿 ｸﾚｲﾄ ﾙ゙ TS

吉岡 仁林
10 米山 好紀 エストＴＣ 6-2 6-3 34 近藤 伯 エストＴＣ

11 bye 吉岡 小池 35 bye
6-1 6-2

12 吉岡 毅紘 INOテニス 36 小池 旺介 青葉インドアＴＳ

太田 高橋
13 小泉 浩介 青葉インドアＴＳ 6-2 6-4 37 中村 漱吾 エストＴＣ

14 bye 小泉 長谷部 38 bye
6-1 6-5

15 村津 遼馬 北杜スポーツ塾 39 長谷部 光祐 AC E TC

内藤 長谷部
16 内藤 嵩登 ISHITA 6-1 6-4 40 村津 夏海 北杜スポーツ塾

17 bye 内藤 伊藤 41 bye
6-1 6-3

18 折居 鷲亮 エストＴＣ 42 伊藤 洋一郎 エストＴＣ

中村 長谷部
19 小林 聖也 エストＴＣ 6-2 6-5 43 小林 真裕 AC E TC

20 bye 勝俣 高橋 44 野沢 柊也 INOテニス

W .O . 6-4 高橋
21 勝俣 凌河 ｸﾚｲﾄ ﾙ゙ TS 6-5 45 高橋 知利 ISHITA

中村 赤池
22 臼井 昴晴 エストＴＣ 6-4 6-0 46 赤池 佑太 エストＴＣ

23 bye 中村 赤池 47 bye
W .O . W .O .

24 中村 颯希 INOテニス 48 雨宮 啓暉 INOテニス

太田
6-3



小学生･男子（イエロー） 敗者戦

3 林 一颯 ｸﾚｲﾄ ﾙ゙ TS

林
4 平山 翼 INOテニス 6-1

林
7 小林 深智 AC E TC W .O .

小林
10 米山 好紀 エストＴＣ 6-3

勝俣
15 村津 遼馬 北杜スポーツ塾 6-0

折居
18 折居 鷲亮 エストＴＣ 6-4

勝俣
21 勝俣 凌河 ｸﾚｲﾄ ﾙ゙ TS 6-1

勝俣
bye W .O .

27 武田 公平 ﾌｼ ﾌ゙ ﾚ゚ﾐｱﾑ ﾘｿﾞー ﾄ

29 馬路 圭史 富士吉田テニス連盟 武田
29 馬路 圭史 富士吉田 6-5

30 斉藤 紳介 エストＴＣ 6-5 近藤
33 藤森 駿 ｸﾚｲﾄ ﾙ゙ TS 6-5

近藤
34 近藤 伯 エストＴＣ 6-0

中村
37 中村 漱吾 エストＴＣ 6-1

中村
40 村津 夏海 北杜スポーツ塾6-0

43 小林 真裕 AC E TC 中村
44 野沢 柊也 INOテニス 6-2

44 野沢 柊也 INOテニス 6-4 野沢
bye W .O .

6-4
中村


