
ATP 3.4
3.11更新なし

ITF 3.11 Move

マクラクラン 勉 24
松井 俊英 162
内⼭ 靖崇 209
⻄岡 良仁 260
守屋 宏紀 281
添⽥ 豪 377

今井 慎太郎 394 23 0
上杉 海⽃ 402 158 -2 
綿貫 陽介 433
徳⽥ 廉⼤ 443 845 -3 

ダニエル 太郎 458
越智 真 461 617 -4 

伊藤 ⻯⾺ 482
仁⽊ 拓⼈ 497 79 -1 
⾼橋 悠介 505
内⽥ 海智 522
吉備 雄也 530 826 -3 
江原 弘泰 560 129 -3 
清⽔ 悠太 568 84 -1 
⽻澤 慎治 623 542 -4 
奥 ⼤賢 723 515 -8 

福⽥ 創楽 747 204 -3 
乾 祐⼀郎 798 597 -4 
坂井 勇仁 798 821 -3 
河野 優平 798 885 -6 

トゥロター・ケント 811 885 -6 
野⼝ 莉央 853 298 -2 
⽵内 研⼈ 877 270 -3 
岡村 ⼀成 877 434 22

守⾕ 総⼀郎 221 -4 

プレイヤー
男⼦ダブルス



⽚⼭ 翔 319 -2 
⼭崎 純平 336 -3 
井藤 祐⼀ 516 -7 
菊池 ⽞吾 570 -6 
⽵島 駿朗 587 -6 
脇⽥ 俊輔 599 -3 
⼩ノ澤 新 616 -4 
河内 ⼀真 619 -4 
島袋 将 636 -3 

⽵⽥ 直樹 650 -3 
⽥沼 諒太 691 49
⽥島 尚輝 726 -4 
⼤⻄ 賢 751 -3 

野⼝ 政勝 836 -3 
笹井 正樹 856 -3 
⻄脇 ⼀樹 871 -6 
中川 直樹 910 -6 
⻫藤 貴史 923 -6 
望⽉ 勇希 961 -6 
市川 泰誠 1051 -2 
井上 晴 1065 -2 

⽥中 優之介 1082 -2 
住澤 ⼤輔 1127 -1 
藤井 信太 1134 -1 
牧⼝ 流星 1149 -3 
逸崎 凱⼈ 1173 -3 
⽥頭 健⽃ 1253 -3 
関⼝ 周⼀ 1259 -7 
川橋 勇太 1275 -4 
⽥代 悠雅 1354 -3 
中島 啓 1527 -3 

飯野 翔太 1527 -3 
川上 倫平 1642 -3 



古賀 ⼤貴 1647 -3 
加藤 彰⾺ 1647 -3 
安上 昂志 1647 -3 
吉⽥ 慎 1647 -3 

上杉 哲平 1785 -3 
⼩野⽥ 賢 1891 -3 

平松 晋之祐 1891 -3 
中村 錬 1995 -6 

正林 知⼤ 1995 -6 


