
H28年度1年生大会

平成28年11月13日

男子シングルス (1)

2-1 2-9

1-1 1-10

3-1 3-5

1-2 1-11

2-2 2-10

1-3 4-3

4-1

2-11

2-3 1-12

1-4 3-6

3-2 1-13

1-5 2-12

2-4

5-1 5-2
6-1 2-13

2-5 1-14

1-6 3-7

3-3 1-15

1-7 2-14

2-6 4-4

4-2 2-15

2-7 1-16

1-8 3-8

3-4 1-17

1-9 2-16

2-8

１～２５薬園台
２６～４９鎌ヶ谷西

25 澤田 佳佑 (薬園台)

48

24 青木 龍弥 (学館船橋) 櫻井 幹太 (鎌ケ谷西) 49

(薬園台) 47

23 高野 健太 (船橋芝山) 木内 俊輔 (船橋)

平川 龍之介 (学館船橋) 46

22 前島 浩太朗 (船橋啓明) 森野 舜弥

21 石井 僚 (日大習志野)

44

20 北山 黎明 (船橋) 漆原 颯太 (船橋北) 45

(日大習志野) 43

19 渡辺 潤 (船橋東) 永野 幹太 (船橋芝山)

藤原 新 (千葉日大一) 42

18 加藤 淳之介 (船橋二和) 深海 俊輔

17 小原 完太 (千葉日大一)

40

16 坂根 翔太 (東葉) 石井 雄大 (船橋啓明) 41

(船橋二和) 39

15 堀池 健斗 (船橋法典) 小椋 友貴 (鎌ケ谷)

熊本 優斗 (船橋東) 38

14 上田 恭輔 (市立船橋) 山田 拓弥

13 田中 叶大 (船橋東)

36

12 田中 俊一朗 (千葉日大一) 髙橋 旭 (古和釜) 37

(薬園台) 35

11 野村 輝 (船橋法典) 渡邊 春樹 (白井)

一瀬 健太 (日大習志野) 34

10 荻野 晃輔 (船橋) 杉﨑 元郁

9 黒田 大輔 (古和釜)

32

8 田中 朋樹 (船橋芝山) 中台 敦也 (船橋東) 33

(船橋芝山) 31

7 小林 宏幸 (船橋啓明) 岡田 徹平 (千葉日大一)

田中 健太郎 (船橋二和) 30

6 宮下 稜生 (鎌ケ谷) 榮 新太

5 齋藤 輝 (千葉日大一)

28

4 大澤 颯太 (船橋北) 飯島 拓人 (千葉日大一) 29

(市立船橋) 27

3 氏家 虎汰朗 (船橋豊富) 齋藤 晃成 (鎌ケ谷)

井上 颯太 (船橋法典) 26

2 宮田 偉央 (薬園台) 鎌田 ケンタロー

1 松本 星矢 (日大習志野)



H28年度1年生大会

平成28年11月13日

男子シングルス (2)

2-17 2-25

1-18 1-26

3-9 3-13

1-19 1-27

2-18 2-26

4-5 4-7

2-19 2-27

1-20 1-28

3-10 3-14

1-21 1-29

2-20 2-28

5-3 5-4
6-2

2-21 2-29

1-22 1-30

3-11 3-15

1-23 1-31

2-22 2-30

4-6 4-8

2-23 2-31

1-24 1-32

3-12 3-16

1-25 1-33

2-24 2-32

５０～７３船橋
７４～９７東葉

96

73 髙橋 竜彗 (船橋豊富) 安野 大地 (東葉) 97

(鎌ケ谷) 95

72 谷山 遼 (船橋二和) 倉持 将人 (市立船橋)

野口 修也 (船橋) 94

71 高橋 昇大 (船橋東) 後藤 達巳

70 長谷川 太紀 (千葉日大一)

92

69 髙橋 涼 (船橋啓明) 細野 晟矢 (船橋東) 93

(千葉日大一) 91

68 園田 恭也 (船橋法典) 高田 祥多 (日大習志野)

安部 陸丸 (日大習志野) 90

67 馬場 晃紀 (日大習志野) 藪田 龍人

66 川上 大貴 (学館船橋)

88

65 永井 雄也 (古和釜) 菅井 巧光 (船橋二和) 89

(古和釜) 87

64 本橋 八宏 (薬園台) 岩崎 隼也 (薬園台)

渡邉 龍一郎 (船橋芝山) 86

63 兼坂 礼士郎 (鎌ケ谷) 川井 駿人

62 二之宮 望歩 (船橋北)

84

61 天野 蒿晟 (薬園台) 大髙 一真 (学館船橋) 85

(船橋) 83

60 川口 峻太 (船橋芝山) 赤岩 大輝 (白井)

小原 健 (鎌ケ谷) 82

59 築山 敏美 (市立船橋) 岩佐 拓哉

58 岡澤 律来 (船橋啓明)

80

57 催 時元 (日大習志野) 伊達 優貴 (千葉日大一) 81

(日大習志野) 79

56 酒井 真大 (千葉日大一) 前田 佳輝 (薬園台)

渡部 力輝 (千葉日大一) 78

55 鵜飼 俊介 (船橋東) 愛波 朗

54 西村 克哉 (船橋法典)

76

53 遠山 拡 (千葉日大一) 山下 竜生 (船橋北) 77

(船橋芝山) 75

52 小菅 悠真 (古和釜) 安田 拓人 (船橋啓明)

金井 大樹 (船橋法典) 74

51 三橋 颯太 (鎌ケ谷西) 篠村 健太

50 安島 康介 (船橋)



H28年度1年生大会

平成28年11月13日

男子シングルス (3)

2-33 2-41

1-34 1-42

3-17 3-21

1-35 1-43

2-34 2-42

4-9 4-11

2-35 2-43

1-36 1-44

3-18 3-22

1-37 1-45

2-36 2-44

5-5 5-6
6-3

2-37 2-45

1-38 1-46

3-19 3-23

1-39 1-47

2-38 2-46

4-10 4-12

2-39 2-47

1-40 1-48

3-20 3-24

1-41 1-49

2-40 2-48

９８～１２１船橋二和
１２２～１４５鎌ヶ谷

144

121 森澤 颯大 (船橋二和) 仲田 恭平 (鎌ケ谷) 145

(市立船橋) 143

120 軣木 郁哉 (船橋法典) 青木 佑輔 (薬園台)

元林 善重 (船橋東) 142

119 宮澤 洋図 (学館船橋) 白熊 蓮

118 中村 蓮 (古和釜)

140

117 河合 達彦 (日大習志野) 若森 雄基 (船橋) 141

(千葉日大一) 139

116 室井 駿佑 (薬園台) 上村 智樹 (船橋啓明)

長谷川 孝輝 (学館船橋) 138

115 伊藤 朋哉 (白井) 齋藤 章一朗

114 新井 友士 (船橋)

136

113 中川 穣人 (千葉日大一) 加藤岡 拓人 (船橋二和) 137

(日大習志野) 135

112 目時 脩平 (鎌ケ谷) 天野 駿 (船橋芝山)

石川 颯人 (船橋北) 134

111 宮西 寅史 (船橋東) 野村 裕

110 吉澤 圭介 (船橋芝山)

132

109 石田 陽輝 (千葉日大一) 小澤 和眞 (古和釜) 133

(千葉日大一) 131

108 河野 俊介 (船橋) 丸山 実久塁 (船橋啓明)

野口 祐貴 (薬園台) 130

107 井川 翔 (鎌ケ谷) 中川 光平

106 阿部 優樹 (古和釜)

128

105 五十嵐 渚生 (日大習志野) 若松 孝明 (船橋) 129

(日大習志野) 127

104 平山 佳希 (船橋東) 三浦 響 (船橋豊富)

大森 悠也 (船橋法典) 126

103 和田 龍宇雅 (東葉) 和田 海渡

102 森本 勇祐 (薬園台)

124

101 藤井 翔太 (船橋法典) 小川 蓮 (船橋二和) 125

(鎌ケ谷西) 123

100 滝澤 昴晴 (船橋北) 星野 南斗 (船橋芝山)

齋藤 研人 (千葉日大一) 122

99 賀来 俊祐 (市立船橋) 立澤 駿人

98 池澤 佳都 (船橋啓明)



H28年度1年生大会

平成28年11月13日

男子シングルス (4)

2-49 2-57

1-50 1-58

3-25 3-29

1-51 1-59

2-50 2-58

4-13 4-15

2-51 2-59

1-52 1-60

3-26 3-30

1-53 1-61

2-52 2-60

5-7 5-8
6-4

2-53 2-61

1-54 1-62

3-27 3-31

1-55 1-63

2-54 2-62

4-14 4-16

2-55 2-63

1-56 1-64

3-28 3-32

1-57 1-65

2-56 2-64

１４６～１９３船橋東

192

169 角谷 翔 (古和釜) 田中 小太郎 (日大習志野) 193

(古和釜) 191

168 塚田 健太 (船橋) 大石 亮一 (千葉日大一)

熊﨑 光流 (船橋芝山) 190

167 小林 篤也 (船橋芝山) 木村 謙太

166 堀木 俊輔 (船橋啓明)

188

165 前田 達則 (千葉日大一) 金子 遼介 (学館船橋) 189

(船橋東) 187

164 宮間 光 (船橋法典) 原田 泰地 (船橋)

小林 弘人 (千葉日大一) 186

163 植木 広登 (薬園台) 藤本 裕貴

162 清水 大貴 (市立船橋)

184

161 土田 凌太 (船橋北) 山本 大心 (船橋啓明) 185

(鎌ケ谷) 183

160 山本 海都 (千葉日大一) 山口 正太 (船橋北)

西野 有哉 (薬園台) 182

159 三浦 綾太 (鎌ケ谷西) 山﨑 敬太

158 佐藤 陸翔 (日大習志野)

180

157 石郷岡 竜太 (東葉) 高橋 知基 (白井) 181

(船橋啓明) 179

156 安西 拓真 (千葉日大一) 石井 雅人 (千葉日大一)

平田 衛佑 (薬園台) 178

155 皆川 敦薦 (船橋二和) 山口 佳祐

154 林 陽太 (薬園台)

176

153 斉藤 海都 (鎌ケ谷) 鈴木 陽友 (船橋豊富) 177

(船橋芝山) 175

152 佐藤 魁哉 (日大習志野) 大久保 匠真 (船橋法典)

田中 龍平 (市立船橋) 174

151 渡部 陽葵 (船橋芝山) 関 皓平

150 清水 大貴 (薬園台)

172

149 石井 孔 (船橋法典) 菊池 翔太 (日大習志野) 173

(船橋二和) 171

148 松井 佑輔 (学館船橋) 服部 雄仁 (船橋)

奥井 淳太 (船橋東) 170

147 横井 洵哉 (船橋啓明) 宮原 滉太

146 間中 遥希 (船橋東)


