
主催： 東京都

公益財団法人　東京都体育協会

一般財団法人　多摩市体育協会

主管： 多摩市硬式庭球連盟

運営： 多摩ニュータウンテニスクラブ

フリガナ フリガナ
氏名 氏名

セキザキ　ユウト 　1 シード 3～4 シード　 アオキ　ケイ

関崎　友翔 青木　佳泉

キクチ　ユウト イケムラ　トモキ

菊地　勇翔 池村　智紀

スズキ　テッペイ タナカ　レンヤ

鈴木　哲平 田中　蓮也

イトウ　ユウキ ノブタ　アサト

伊藤　優希 信田　朝飛

オカミツ　カエデ ウカ　シンイチロウ

岡光　楓 宇賀　慎一郎

イワモト　ケイト キツネザキ　ナユタ

岩本　圭音 狐崎　那由多

マスダ　カイト イトウ　ジュン

増田　櫂斗 伊藤　潤

ウエダ　ミツタカ アベ　ジョウタ

上田　充誠 阿部　丞汰

ツルタ　オウスケ ハダ　チサト

鶴田　旺亮 羽田　千哲

ヨコイ　ショウキ イチムラ　リョウタロウ

横井　菖貴 市村　遼太郎

カトウ　コウキ コデラ　モリスケ

加藤　光喜 小寺　森介

ニシノソノ　シンヤ ミヤジマ　ユウ

西ノ園　心哉 宮島　優

イトウ　カケル クリヤマ　コウシロウ

伊藤　駈 栗山　耕司郎

ウシジマ　ヤマト カガワ　ハルヒコ

牛島　大和 香川　陽彦

オオウチ　ヨシヒロ タニフジ　ソウタ

大内　義弘 谷藤　蒼太

ヨシダ　タイチ オノ　ショウイ

吉田　太一 小野　翔生

イシイ　イクロウ

石井　郁郎

セゴシ　カイト 　5～8 シード 5～8 シード　 イケヤ　タクマ

瀬越　快斗 池谷　拓真

ナカムラ　コウキ 　5～8 シード 5～8 シード　 カワグチ　タカユキ

中村　光希 川口　孝幸

ハギノ　ショウト

萩野　翔斗

イシハマ　ユウト クワモト　サンシロウ

石浜　勇人 桒本 三四郎

クロイワ　タクミ ナカノ　アキラ

黒岩　託未 中野　朗

サイトウ　シュンセイ マスダ　タケル

齋藤　瞬青 増田　剛

クルス　タイセイ クズオカ　コウタロウ

来栖　大誠 葛岡　光太郎

スギヤマ　モトヒロ ワタナベ　カイト

杉山　源宙 渡邉　海翔

カワハシ　サラ サトウ　ココロ

川橋　更 佐藤　快

イシザカ　ヒロヤ タムラ　ヒカル

石坂　大弥 田村　光

イソベ　コウスケ ヤシマ　イオリ

礒部　浩輔 八島　伊織

アンドウ　カンタ トヤマ　ハル

安藤　幹太 外山　晴

オモダニ　タクム イシドウ　ハルト

面谷　拓夢 石堂　遥人

ヤマシタ　リクト ハセガワ　タイゾウ

山下　陸士 長谷川　大蔵

ヤノ　トシキ イシカワ　ヨシヒロ

矢野　寿起 石川　嘉大

コンドウ　マサヤ ヤマモト　トア

近藤　雅哉 山本　音歩

ナカムラ　ハルキ ハットリ　カンタ

中村　晴輝 服部　幹大

マスダ　ミサキ ヒハラ　イブキ

増田　海岬 日原　唯英

シンデ　ツバサ 　3～4 シード 2 シード　 ムラカミ　アオ

新出　翼 村上　碧

1R

予選ラウンド 決勝ラウンド 予選ラウンド

4R QF SF F SF QF 4R 3R 2R

32 多摩中学校 68 多摩中学校

33 多摩大附属聖ヶ丘高校 69 諏訪中学校

34 落合中学校 70 和田中学校

28 多摩中学校 64 聖ヶ丘中学校

29 青陵中学校 65 青陵中学校

26 多摩中学校 62 多摩中学校

27 和田中学校 63 シルキーウインズ

60 聖ヶ丘中学校

25 聖ヶ丘中学校 61 諏訪中学校
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20 諏訪中学校 56 BYE

21 多摩中学校 57 聖ヶ丘中学校

22 落合中学校
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19 八王子テニススクール 55 八王子テニススクール

58 多摩中学校

23 聖ヶ丘中学校 59 落合中学校

24 ひろせテニススクール

18 在住 54 多摩センター

49 八王子テニススクール

14 多摩ニュータウン 50 在住

15 多摩中学校 51 多摩中学校

16 聖ヶ丘中学校

10 多摩中学校 46 多摩中学校

11 八王子テニススクール 47 聖ヶ丘中学校

7 多摩中学校 43 シルキーウインズ

8 聖ヶ丘中学校 44 多摩中学校

41 多摩中学校

6 ＴＯＰインドアステージ多摩 42 諏訪中学校

C

2 諏訪中学校 38 聖ヶ丘中学校

3 和田中学校 39 和田中学校

4 シルキーウインズ 40

予選R 決勝R No. 所属 No. 所属 決勝R 予選R
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1 八王子テニススクール 37 八王子テニススクール
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ＴＯＰインドアステージ多摩

2020年度（令和2年度）　多摩市硬式テニス　ジュニアシングルス大会

2020年度（令和2年度）　ジュニア育成地域推進事業

男子A　　ドロー表

8月9日 8月23日 8月9日

1R 2R 3R 4R QF SF F SF QF 4R 3R 2R 1R

予選ラウンド 決勝ラウンド 予選ラウンド
大会予備日：無し

5 多摩中学校

9 在住 45 ひろせテニススクール

12 諏訪中学校 48 落合中学校

13 落合中学校

52 青陵中学校

17 BYE 53 諏訪中学校

66 多摩中学校

67 多摩ニュータウン

71 ひろせテニススクール

72 シルキーウインズ

30 シルキーウインズ

31 諏訪中学校

35 聖ヶ丘中学校

36 八王子テニススクール

8月9日 8月23日 8月9日

1R 2R 3R


