
第3７回山梨県ジュニアテニス選手権 男子ダブルス

Tｏｕｒｎａｍｅｎｔ Ｇｒａｄｅ 3-B 予選 18才以下
大会日程 会場 Tourn. ID シード

山梨 KTA 8
Ranking 登録番号 seed 氏 名 所属 1R Ｆ

3703667 菅原 毅人 エストTC
3703698 渡辺 俊樹 エストTC a 菅原 渡辺

BYE z 鈴木 堀
3703743 鈴木 太一 日大明誠高
3703826 堀 歩夢 日大明誠高 a 鈴木 堀
3703399 清水 昌弥 GTK
3703576 萩原 直也 甲府第一高
3703312 藤原 辰樹 エストTC
3703291 長久保 孝明 エストTC a 藤原 長久保

BYE a 藤原 長久保
3703702 佐藤 淳貴 INO
3703571 島田 陽人 GTK a 佐藤 島田
3703844 雨宮 将太 笛吹高校
3703843 平野 亘流 笛吹高
3703514 小山 翔矢 甲府工業高
3703723 中込 練郁 甲府工業高 a 小山 中込

BYE z 清水 齊藤

BYE z 清水 齊藤
3703301 清水 七輝 ISHII
3703373 齊藤 明日翔 GTK
3703712 市村 龍之介 甲府第一高
3703709 横小路 朝飛 甲府第一高 a 市村 横小路

BYE z 野沢 有賀

BYE z 野沢 有賀
3703721 野沢 武弘 山梨学院高
3703325 有賀 柊貴 山梨学院高 a
3703710 望月 智哉 甲府第一高
3703711 渡辺 岬 甲府第一高 a 望月 渡辺

BYE a 望月 渡辺

BYE z 岡部 中川
3703724 岡部 雅仁 甲府工業高
3703813 中川 祐馬 甲府工業高
3703753 遠藤 勇弥 笛吹高校
3703757 韓 剣超 笛吹高 a 遠藤 韓

BYE a 遠藤 韓

BYE z 橘田 藤井
3703450 橘田 大智 GTK
3703814 藤井 優希 甲府工業高
3703684 大野 鉄平 甲府工業高
3703581 内藤 良紀 エスト a 大野 内藤

BYE z 坂本 橋爪

BYE z 坂本 橋爪
3703728 坂本 礼生 山梨学院高
3703294 橋爪 翼 山梨学院高
3703752 松本 昂樹 笛吹高校
3703758 齊藤 巧 笛吹高 a 松本 齊藤

BYE z 鶴田 岡部

BYE z 鶴田 岡部
3703453 鶴田 祐人 甲府工業高
3703396 岡部 紘斗 GTK
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