
番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round Quarter finals Semi finalsFinal

w.o
金子　正人 6160 松浦　麟太郎吉田　大輝 64w.o 松浦　麟太郎松浦　麟太郎 63
60 飯野　慶人飯野　慶人 6060 松浦　麟太郎鮫島　悠志 6361 鮫島　悠志

w.o稲木　琢真61 稲木　琢真村瀬　陽太朗 6261 稲木　琢真堀内　怜生 63
長南　友丸 6364 内堀　慶都桑山　蒼大 6461 内堀　慶都内堀　慶都 63
60 田村　隼乙鈴木　隼人 6362 松村　康太郎沼崎　正志 6061 長南　友丸

松村　康太郎 松村　康太郎池田　凌成 61w.o 松村　康太郎田村　隼乙 60

61

野村建設工業高崎オープンジュニアspring12歳以下男子ドロー

)64 5～8 3127057 橋本　涼平 ( ビッグＫテニス )63 3215083 矢野　龍雅 ( シンズあざみ野テニスチーム )62 3803682 高瀬　祐介 ( テニスクラブアウリン )61 3128438 三田　佑太郎 ( 高井戸ダイヤモンド・フミヤTS )60 3803687 坪井　大輝 ( アウリンテニスクラブ )59 3215261 大沢　陸斗 ( 霧が丘アップテニスアカデミー )58 3215297 山下　雄大 ( 厚木国際テニスクラブ )57 3214729 服部　裕基 ( 荏原ＳＳＣ )56 3215003 渡辺　琉晟 ( 青葉台ローンテニスクラブ )55 3214904 鎌倉　遥也 ( 大島フラワーテニスガーデン )54 3215253 新井　蓮太郎 ( 荏原湘南スポーツセンター )53 3506517 橋本　宇弘 ( 高崎テニスクラブ )52 3506627 澤入　春斗 ( グランドFテニスクラブ )51 3128381 柳澤　春琉 ( 桜田倶楽部東京テニスカレッジ )50 3420408 板橋　壱樹 ( ＴＣ大井ファミリー )49 9～12 3126328 山本　律 ( TAI　Tennis　 Ｓｃｈｏｏｌ )48 13～16 3125838 山下　泰生 ( 高井戸ダイヤモンド・フミヤTS )47 3313646 多田　歩純 ( ロイヤルSCテニスクラブ )46 3128516 田中　歩輝 ( ウイニングショット )45 3420851 武井　悠 ( チサンテニスクラブ岡部 )44 3420837 神田　隆成 ( ひばりヶ丘新富テニスクラブ )43 3127954 仲野　心 ( ウイニングショット )42 3127852 丹野　龍之介 ( ウイニングショット八王子 )41 3506809 倉林　大愛 ( ミナミグリーンテニスクラブ )40 3803609 佐藤　匠真 ( アウリンテニスクラブ )39 3506742 一木　玲真 ( ミナミグリーンテニスクラブ )38 3215190 籠島　琉凪 ( 青葉台ローンテニスクラブ )37 3803826 近藤　凛空 ( 宇都宮テニスクラブ )36 3420401 藤本　陸来 ( 三芳ジュニアテニスアカデミー )35 3803684 日浦　竜馬 ( 小山ジュニア )34 3215170 青柳　光祐 ( テニスカレッジやよい台 )33 3～4 3313239 前田　烈斗 ( ＩＮＡＢＡ　Ｔ．Ｓ )32 5～8 3214562 松浦　麟太郎 ( 青葉台ローンテニスクラブ )31 3215231 飯田　航矢 ( ＩＨＳＭ綾瀬 )30 3215113 柴﨑　光 ( K-powersテニスアカデミーマートテニスガーデン )29 3803797 吉田　大輝 ( 宇都宮サンテニスクラブ )28 3128398 金子　正人 ( TOPインドアステージ亀戸 )27 3127992 江口　瑛貴 ( ウイニングショット )26 3420349 鮫島　悠志 ( ALWAYS TENNIS SCHOOL )25 3313662 笹川　佳希 ( ＳＯＬ　Tennis 　Ｃｏｌｌｅｇｅ 　 )24 3420471 飯野　慶人 ( チサンテニスクラブ岡部 )23 3604759 野武　優希 ( Fun to Tennis )22 3420999 髙野　萱人 ( 埼玉県テニス協会 )21 3506759 堀内　怜生 ( 高崎テニスクラブ )20 3214938 大門　舜 ( 青葉台ローンテニスクラブ )19 3127836 村瀬　陽太朗 ( 大正セントラルテニスクラブ目白 )18 3506758 米野　俊亮 ( ミナミグリーンテニスクラブ )17 9～12 3214439 稲木　琢真 ( SSAレニックス )16 13～16 3506760 泉　浩大 ( 上野山テニススクール )15 3314142 内堀　慶都 ( 松戸テニスクラブ )14 3314117 依田　兼一 ( ルネサンス鷹の台テニスクラブ )13 3420803 桑山　蒼大 ( 上尾テニスクラブ )12 3803704 須藤　悠太 ( アウリンテニスクラブ )11 3506584 長南　友丸 ( ミナミグリーンテニスクラブ )10 3803695 峰島　陸 ( サトウGTC )9 3420040 沼崎　正志 ( ミズノテニススクール坂戸 )8 3127795 鈴木　隼人 ( 東京都テニス協会 )7 3420456 吉岡　瑞貴 ( リトルプリンステニスクラブ )6 3420375 田村　隼乙 ( ひばりヶ丘新富テニスクラブ
bye （ )5 3420738 小島　涼太郎 ( グリーンテニスプラザ )4 3420055 池田　凌成 ( グリーンテニスプラザ

仲野　心w.o

松村　康太郎

仲野　心海野　優輝 海野　優輝631 1 3126680 松村　康太郎 ( コートピア大泉TC )）3 3420644 矢野　優考 ( ＴＣ大井ファミリー )2

前田　烈斗60 前田　烈斗藤本　陸来 6363 前田　烈斗近藤　凛空 6364 佐藤　匠真佐藤　匠真 6261 仲野　心丹野　龍之介 6061 仲野　心仲野　心 6060 仲野　心武井　悠 76(4)63 山下　泰生山下　泰生 6076(3) 仲野　心山本　律 6262 山本　律澤入　春斗 62w.o 山本　律橋本　宇弘 6375 橋本　宇弘渡辺　琉晟 61w.o 橋本　涼平服部　裕基 62
橋本　涼平 6261
60 服部　裕基大沢　陸斗 6062 橋本　涼平高瀬　祐介 6160 橋本　涼平



番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round Quarter finals Semi finals

海野　優輝62

多田　和起 64
64 本田　尚也柊山　裕輝 60w.o 多田　和起堀尾　勇太 6161 多田　和起

柳　志優 61w.o 柳　志優宮良一瑳　 6063 多田　和起本田　尚也 63
62 海野　優輝加瀬谷　洸旭 6360 加瀬谷　洸旭山本　遥平 6175 加瀬谷　洸旭

神山　宏正 63w.o 海野　優輝内田　拓実 62w.o 海野　優輝海野　優輝 63
62 但馬　秀梧但馬　秀梧 7561 海野　優輝森元　悠登 6063 神山　宏正

高橋　凛羽w.o 高橋　凛羽関根　圭吾 6063 但馬　秀梧山口　達人 63
76(4) 中村　春輝佐々木　智哉 6461 中村　春輝中村　春輝 76(2)

小田切　楽 6162 服部　一慧熊倉　直仁 7560 熊倉　直仁濱田　真輝 60
60 服部　一慧パウリ　レオン 6076(5) 服部　一慧嶋田　ジュリアン湊 6061 嶋田　ジュリアン湊

石堂　嵐士 6263 西嶋　優太朗西嶋　優太朗 6260 渡部　悠大服部　一慧 64
w.o 渡部　悠大川上　大智 6361 川上　大智野田　一成 6162 西嶋　優太朗

渡部　悠大 6262 渡部　悠大牧野　想大 6075 早田　匡成早田　匡成 60

)128 2 3313405 多田　和起 ( ロイヤルSCテニスクラブ )127 bye （ ）126 3419563 堀尾　勇太 ( むさしの村ローンテニスクラブ )125 3420333 小松田　龍太 ( S.I.T.A )124 3214653 岩田　昊空 ( シンズあざみのテニスチーム )123 3420910 柊山　裕輝 ( テニスハウスfun )122 3506301 小林　優真 ( エリステニスクラブ )121 3803650 本田　尚也 ( サトウGTC )120 3215161 石井　徳 ( YSC )119 3128467 宮良　一瑳 ( ビッグＫテニス )118 3506700 柳　志優 ( ＭＡＴ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ )117 3803722 藤本　海智 ( サトウグリーンテニスクラブ )116 3419575 山本　遥平 ( 戸田市スポーツセンター )115 3803666 久保　賢允 ( 宇都宮テニスクラブ )114 3420965 岩井　一護 ( SEEDテニスクラブ )113 13～16 3419556 加瀬谷　洸旭 ( S.I.T.A )112 9～12 3604573 海野　優輝 ( CSJ )111 3127727 松岡　叶真 ( 有明ジュニアテニスアカデミー )110 3214440 稲木　友望 ( SSAレニックス )109 3127666 内田　拓実 ( ウイニングショット )108 3127976 神山　宏正 ( 田園テニスクラブ )107 3214839 平井　翔梧 ( ESSC )106 3313968 森元　悠登 ( 吉田記念テニス研修センター )105 3420448 飛田　瑞揮 ( ETC )104 3127274 但馬　秀梧 ( 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ )103 3215278 田頭　健人 ( シンズあざみ野テニスチーム )102 3420209 山口　達人 ( グリーンテニスプラザ )101 3314224 西川　康史 ( Hills K-NagatsukaTA )100 3506523 関根　圭吾 ( 館林ジュニアテニスクラブ )99 3215151 橋本　俊介 ( Ｙ．Ｓ．Ｃ )98 3127518 高橋　凛羽 ( 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ )97 5～8 3126675 石川　晄大 ( 三菱養和テニススクール )96 3～4 3127027 中村　春輝 ( コートピア大泉テニスクラブ )95 bye （ ）94 3128256 岩崎　恭介 ( ウイニングショット )93 3604706 佐々木　智哉 ( ジョイフルアスレティッククラブ )92 3506629 大和　暉弥 ( Tアイジュニアテニスクラブ )91 3215180 濱田　真輝 ( ESSC )90 3506411 高尾　時馬 ( エリスT.C )89 3313640 熊倉　直仁 ( 吉田記念テニス研修センター )88 3314165 大木　盛ノ介 ( ＩＨＳＭテニスアリーナ松戸 )87 3215017 小田切　楽 ( ESSC )86 3215130 横山　海翔 ( 大島フラワーテニスガーデン )85 3215194 嶋田　ジュリアン湊 ( 神奈川テニス協会 )84 3420960 野村　朋彦 ( 赤城アカデミーさくら野火止 )83 3215165 パウリ　レオン ( K-powersテニスアカデミーマートテニスガーデン )82 3420751 遠藤　陽斗 ( 上尾テニスクラブ )81 9～12 3127188 服部　一慧 ( 有明ジュニアテニスアカデミー )80 13～16 3420080 西嶋　優太朗 ( ひばりヶ丘新富テニスクラブ )79 3215122 松岡　輝 ( K-powersテニスアカデミーマートテニスガーデン )78 3313981 石堂　嵐士 ( 楠クラブ )77 3420818 岬　圭吾 ( 上尾テニスクラブ )76 3506333 野田　一成 ( 上野山テニススクール )75 3420050 齋藤　真輝 ( 浦和パークテニスクラブ )74 3803589 川上　大智 ( アウリンTC )73 3420462 新井　柊人 ( 西武ドームテニスコート )72 3604729 早田　匡成 ( CSJ )71 3127402 加藤　一磨 ( コートピア大泉テニスクラブ )70 3419578 堀　奏太 ( 戸田市スポーツセンター )69 3420515 牧野　想大 ( 鴻巣グリーンテニスクラブ )68 3127994 北原　慎之佑 ( 高井戸ダイヤモンド・フミヤTS67 3127254 渡部　悠大 ( 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ )66 3506529 渡辺　歩夢 ( おおたスポーツアカデミー尾島ジュニアテニスクラブ65 5～8 3127671 大木　悠靖 ( 京王赤城アカデミー )野村建設工業高崎オープンジュニアspring12歳以下男子ドロー) 大木　悠靖60 渡部　悠大


