
番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round Quarter finals Semi finals Final海野60 Final坪井 當仲ＷＯ 海野 安藤61 76（5）須藤 安藤ＷＯ 鈴木60鈴木60 海野62萩原ＷＯＮＳ 土田60ディシチェンコ61 土田60 海野61早田63佐藤61 馬場63斉藤62 馬場60馬場63 馬場75藤本62 藤本75峰島62 小松田61小松田61 小松田ＷＯ 當仲64三田ＷＯ三田61 小松崎63小松崎60 小松崎61斉藤61 山田60長南62長南60 山田61堀尾60 山田60 當仲63内堀60佐藤ＷＯ 内堀64藤本61 相川62相川ＷＯ 當仲62米野61 米野64小田切61 當仲62平井60 當仲62

1 1 3604573 海野　優輝 ( CSJ )）3 3506627 澤入　春斗 ( グランドFテニスクラブ )2 ｂｙｅ （5 3127447 角田　虎太朗 ( コートピア大泉テニスクラブ )4 3803687  坪井　大輝  ( アウリンテニスクラブ ))7 3127795 鈴木　隼人 ( ビックKテニス )6 3803704 須藤　悠太 ( アウリンテニスクラブ )9 3214994 萩原　真生 ( IWK TENNIS MANAGEMENT　 )8 3506761 野田　遼真 ( 上野山テニススクール ）11 3214839 平井　翔梧 ( 荏原SSC )10 ｂｙｅ （ )13 3420974 北村　慧 ( 浦和パークテニスクラブ )12 3128266 宮本　伊織 ( 桜田倶楽部 )15 ｂｙｅ （ ）14 3128739 ディシチェンコ　　マキシム ( 有明テニスアカデミー )17 9～12 3604729 早田　匡成 ( CSJ )16 13～16 3313838 土田　優人 ( オールサムズテニスクラブ ）19 3128797 髙井　優有 ( ウイニングショット )18 ｂｙｅ （ )21 3506771 湯淺　颯太 ( ルアンテニスクラブ )20 3506525 佐藤　潤一 ( ルアンテニスクラブ )23 3420036 小田原　涼 ( 戸田市スポーツセンター )22 3420511 齋藤　寛太 ( 与野テニスクラブ )25 3803722 藤本　海智 ( サトウGTC )24 3128021 馬場　海斗 ( D-tennis. )27 3506784 羽柴　陽輝 ( ミナミグリーンテニスクラブ )26 3506954 根本　悠希 ( 高崎テニスクラブ )29 3420333 小松田　龍太 ( S.I.T.A )28 3803695 峰島　陸 ( サトウGTC )31 ｂｙｅ （ ）30 3506526 阿部　成伯 ( ルアンテニスクラブ )33 3～4 3314168  山川　倖平  ( KION千葉 )32 5～8 3215083 矢野　龍雅 ( あざみ野ローンテニスチーム ）35 3420953 三田　悠里 ( リトルプリンステニスクラブ )34 ｂｙｅ （ )37 3127708 小松崎　悠生 ( 金町インターナショナルTA )36 3506783 栗原　佳汰 ( ルアンテニスクラブ )39 3314003 クイン　ジェイ ( SOL Tennis College )38 3604797 布谷　和樹 ( CSJ )41 3506759 堀内　怜生 ( 高崎テニスクラブ )40 3506763 齋藤　壮太郎 ( スプレッドテニスクルー ）43 3506584 長南　友丸 ( ミナミグリーンテニスクラブ )42 ｂｙｅ （ )45 3215454 大野　智輝 ( Val )44 3604852 関野　世那 ( Fun to Tennis )47 ｂｙｅ （ ）46 3419563 堀尾　勇太 ( むさしの村ローンテニスクラブ )49 9～12 3314142 内堀　慶都 ( 松戸テニスクラブ )48 13～16 3420287 山田　竜也 ( 浦和パークテニスクラブ ）51 3215506 岩下　知樹 ( ESSC )50 ｂｙｅ （ )53 3506798 泉　大夢 ( 上野山テニススクール )52 3421143 佐藤　怜 ( みんなのテニス )55 3127603  相川　和範  ( チームZIP )54 3420991 藤本　修 ( みんなのテニス )57 3506758 米野　俊亮 ( ミナミグリーンテニスクラブ )56 3215308 増田　悠人 ( あざみ野ローンテニスチーム )59 3604760 清水　颯介 ( Fun to Tennis )58 3128068 ミラー　栄典 ( 高井戸ダイヤモンドフミヤTS 3314138 平井　詳大 (  フミヤエース市川テニスアカデミー  )60 3215017 小田切　楽 ( ESSC )
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64 5～8 3126958 當仲　優樹 ( チームZIP )63 ｂｙｅ （ ）62 3506785 一倉　和貴 ( ミナミグリーンテニスクラブ )61



番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round Quarter finals Semi finals Final佐藤61倉林ＷＯ 佐藤62遠藤60 田中61田中63 大出61落合63 大出75大出63 大出63西川76（5） 柴崎63 安藤75飯野62飯田62 飯野61横山62 横山61田中75 安藤61笹本63 笹本61坂田ＷＯ 安藤60栗原63 安藤61 安藤60村崎60新井63 山崎62山本61 山崎64山崎63 高瀬60武井61 高瀬62高瀬62 高瀬76（5）辻本75 橋本63 佐藤63石橋60奥西63 佐藤62佐藤60 佐藤63 佐藤64石橋64 杉本63杉本62 平61柳62 平61

65 5～8 3127016 佐藤　諒以 ( 狛江インドアジュニアATPチーム )）67 3506809 倉林　大愛 ( ミナミグリーンテニスクラブ )66 ｂｙｅ （ )69 3506867 尾崎　莉玖 ( 高崎テニスクラブ )68 3128256 岩崎　恭介 ( ウイニングショット )71 3420484 田中　翔大 ( 蓮田グリーンテニスクラブ )70 3420751 遠藤　陽斗 ( むさしの村ローンテニスクラブ )73 3215113 柴崎　光 ( K-Powersテニスアカデミーマートテニスガーデン )72 3420456 吉岡　瑞貴 ( リトルプリンステニスクラブ )75 3420827 峯岸　修三 ( 浦和パークテニスクラブ )74 3420728 落合　謙介 ( TC大井ファミリー )77 3314224 西川　康史 ( Hills K-Nagatsuka TA )76 3420512 大出　司 ( グリーンテニスプラザ )79 ｂｙｅ （ ）78 3420374 田村　克暉 ( PCAジュニアテニスアカデミー )81 13～16 3420471 飯野　慶人 ( チサンテニスクラブ岡部 )80 9～12 3506167 芝崎　玲鷹 ( MAT Tennis Academy ）83 3215231 飯田　航矢 ( ESSC )82 ｂｙｅ （ )85 3215130 横山　海翔 ( 大島フラワーテニスガーデン )84 3215281 金本　怜大 ( あざみ野ローンテニスチーム )87 3506701 楠本　竜也 ( 高崎テニスクラブ )86 3703659 伊藤　洋一郎 ( エストテニスクラブ )89 3420888 太田　獅勇 ( グリーンテニスプラザ )88 3128516 田中　歩輝 ( ウイングショット )91 3420938 小田桐　令依 ( 赤城アカデミーさくら野火止 )90 3420940 笹本　龍哉 ( 彩テニススクール )93 3215134 栗原　歓多 ( YSC )92 3421069 坂田　悠斗 ( ウイングローバルテニスアカデミー熊谷 )95 ｂｙｅ （ ）94 3420850 坂田　快斗 ( ウイングローバルテニスアカデミー熊谷 )97 5～8 3214672 村崎　太樹 ( Val )96 3～4 3127826 安藤　凱 ( Grand Slam Tennis Academy ）99 3314197 白石　海都 ( 志津テニスクラブ )98 ｂｙｅ （ )101 3128322 高橋　亜桜羽 ( VIP TENNIS ACADEMY )100 3506778 新井　勝也 ( 藤岡テニスジュニア )103 3506432  滝川　弘晟  ( 大泉ナベテニスクラブ )102 3215391 山本　燿太朗 ( Y.S.C )105 3604759 野武　優希 ( Fun to Tennis )104 3421107 山崎　直太朗 ( むさしの村ローンテニスクラブ )107 3128751 関口　櫂 ( 東京都テニス協会 )106 3420851 武井　悠 ( チサンテニスクラブ岡部 )109 3604804 辻元　陸 ( KCJテニスアカデミー )108 3803682 高瀬　祐介 ( アウリンテニスクラブ )111 ｂｙｅ （ ）110 3127852 丹野　龍之介 ( ウイニングショット 八王子 )113 13～16 3419924 石橋　万佐希 ( PCAジュニアテニスアカデミー )112 9～12 3506517 橋本　宇弘 ( 高崎テニスクラブ ）115 3128509 永田　瑛二 ( チームZIP )114 ｂｙｅ （ )117 3803826 近藤　凜空 ( 宇都宮テニスクラブ )116 3506588 奥西　悠太 ( ミナミグリーンテニスクラブ )119 ｂｙｅ （ ）118 3803609 佐藤　匠真 ( アウリンテニスクラブ )121 3313886 石橋　煌志 ( 吉田記念テニス研修センター )120 3215271 梶山　駿 ( パームインターナショナルテニスアカデミー )123 3420444 小野寺　陸 ( PCAジュニアテニスアカデミー )122 3215404 前田　凜太 ( パームインターナショナルテニスアカデミー3506802 田中　龍之介 ( 上野山テニススクール )124 3313684 杉本　環 ( Pal Tennis )
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128 2 3126683 平 レミエル ケイ ( 桜田倶楽部 )127 ｂｙｅ （ ）126 3506700  柳　志優  ( MAT Tennis Academy )125


