
番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round Quarter finals Semi finalsFinal中込　颯馬松藤　悠 松藤　悠63

6364 6460 6463 6161 63

北神　海人平沢　充 杉本　耕基杉本　耕基 杉本　耕基
杉本　耕基

松岡　広樹 時岡　宏斗松岡　広樹栗原　颯友 栗原　颯友

61 6063 ７６（4）60 6261 6364
野村　侑平 中込　颯馬中込　颯馬 中込　颯馬長谷川　侑哉 八尋　功資 中込　颯馬八尋　功資

北本　大河
6360w.o61 60w.o w.o北本　大河

吉村　玲音大野　真寛 栗原　颯友北神　海人
63 6160 61w.o 6263 6376(4)

諏訪園　奏 樋口　葵伊樋口　葵伊時岡　宏斗 時岡　宏斗
時岡　宏斗時岡　宏斗狩野　快晴江田　光輝

6261 6160 6160 6263 62

石井　尭乃進岡本　武琉 岡本　武琉 中込　颯馬宇野　雄太朗 宇野　雄太朗吉岡　宗佑 樋口　葵伊
62 W.Ow.o 6475 64

6061

中込　颯馬
島田　泰良須藤　優人 石井　尭乃進中　翔太郎中　翔太郎竹内　来維 石井　尭乃進石井　尭乃進64 6360 62

石井　舜之介南雲　優作 石井　舜之介小清水　洸貴紺野　誉小清水　洸貴中台　凱翔島田　泰良 島田　泰良
63 6064 6475

石井　舜之介 60

1 1 3213904 齋藤　成 ( 葉山テニスクラブ )）3 3506782 北本　大河 ( 高崎テニスクラブ )2 bye （ )5 3420030 杉本　耕基 ( グリーンテニスプラザ )4 3126946 長谷川　和也 ( Team　REC )7 3215210 平沢　充 ( 登戸サンライズテニスコート )6 3313695 古本　楽 ( アルドールTS )9 3604579 小松崎　陸 ( 大洗町ビーチテニスクラブ )8 3126834 上田　圭一朗 ( テニスTEAM240 )11 3419999 藤由　蓮矢 ( アクロス戸田インドアＴＣ )10 3214915 北神　海人 ( リビエラ逗子マリーナテニススクール )13 3214299 越智　壮一郎 ( 大磯テニスアカデミー )12 3506368 大野　真寛 ( 上野山テニススクール )15 3214598 舟木　稜 ( SSAイザワ )14 3214307 吉村　玲音 ( 東急あざみ野テニスガーデン )17 9～12 3419094 松岡　広樹 ( プログレソ　インドアスポーツ )16 13～16 3419561 栗原　颯友 ( PCAジュニアテニスアカデミー )19 3506341 江田　光輝 ( 大泉ナベクラブ )18 3127173 武田　直樹 ( ウィニングショット )21 3313958 狩野　快晴 ( ＶＯＴＡ )20 3506507 柵木　智裕 ( ＲＳＴ )23 3127284 江淵　健斗 ( 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ )22 3128388 松本　凛隼 ( ビッグＫ )25 3313012 樋口　葵伊 ( 楠クラブ )24 3419934 時岡　宏斗 ( グリーンテニスプラザ )27 3313855 諏訪園　奏 ( 殿山テニスガーデン )26 3420490 中村　航太郎 ( TC大井ファミリー )29 3419526 小久貫　浩平 ( むさしの村ローンテニスクラブ )28 3128380 米良　航 ( 成蹊中学校 )31 3128255 宇野　雄太朗 ( 東宝調布テニスクラブ )30 3128258 吉岡　宗佑 ( 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ )33 3～4 3125722 羽根　正太 ( 有明ジュニアテニスアカデミー )32 5～8 3313830 塚本　力樹 ( ロイヤルSCテニスクラブ ）35 3803644 鈴木　滉基 ( アウリンテニスクラブ )34 bye （ )37 3313856 伊勢　慎之介 ( 千葉県テニス協会 )36 3419900 岡本　武琉 ( ひばりヶ丘新豊テニスクラブ )39 3419927 竹内　来維 ( 浦和パークテニスクラブ )38 3419075 石井　尭乃進 ( グリーンテニスプラザ )41 3506711 笠井　康志 ( 上野山テニススクール )40 3420885 吉田　憂稀 ( ALWAYS TENNIS SCHOOL )43 3506329 長谷川　暖人 ( 一筆テニスクラブ )42 3214288 中　翔太郎 ( パームインターナショナルテニスアカデミー )45 3214072 島田　泰良 ( 荏原SSC )44 3127472 須藤　優人 ( TENNIS SUNRISE )47 3214529 関口　大心 ( シンズあざみ野テニスチーム )46 3215016 安藤　海和 ( プロフェッショナルテニススクール )49 9～12 3419034 矢崎　英資 ( グリーンテニスプラザ　 )48 13～16 3313555 中台　凱翔 ( 志津テニスクラブ )51 3128205 紺野　誉 ( 本郷中学校 )50 3313527 小清水　洸貴 ( 吉田記念テニス研修センター )53 3214273 小山　馨 ( ウエスト横浜テニスクラブ )52 3419327 後呂　海人 ( ＴＣ大井ファミリー )55 3418048 石井　舜之介 ( グリーンテニスプラザ )54 3127250 南雲　優作 ( Team　３１０V )57 3128111 八尋　功資 ( TEAM YONEZWA )56 3126410 岡部　悠希 ( たちかわＪＴＡ )59 3506407 石井　偉士 ( 上野山テニススクール )58 3419529 長久保　龍雅 ( 浦和パークテニスクラブ3703648 中込　颯馬 ( Ishii　Tennis　 Ａｃａｄｅｍｙ )60 3803533 長谷川　侑哉 ( 宇都宮サンテニスクラブ

野村建設工業高崎オープンジュニアspring14歳以下男子ドロー

)64 5～8 3125932 野村　侑平 ( たちかわジュニアテニスアカデミー )63 3506374 阿部　広夢 ( エリステニスクラブ )62 3313353 佐藤　友生 ( あじさいインドアTS )61



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

W.O 外川　陽太岡田　裕之助 63W.O 外川　陽太60
多田　悠太 6161 外川　陽太谷口　大 6462 谷口　大川上　凜太郎 60
W.O 福島　奎汰福島　奎汰 6460 福島　奎汰降旗　友也 6261 多田　悠太

八幡　諒 6360 八幡　諒新井　翼 6260 東海林　渓太小笠原　悠 63
東海林　渓太宮良　琉玖 6062 宮良　琉玖村上　大志 62W.O 八幡　諒

63 東海林　渓太原田　祐 7560 粟屋　衛粟屋　衛 6060
62 松藤　悠中島　将太 w.oW.O 東海林　渓太東海林　渓太 60

62 中山　朋和吉岡　秀 60W.O 倉持　英希米中　海人 6260 倉持　英希
村崎　太樹 60W.O 村崎　太樹W.On.s 倉持　英希中山　朋和 64
62 松藤　悠相原　綾介 6264 相原　綾介片山　一生 6062 相原　綾介

増川　翔太 6261 吉田　康浩水主　弦 7562 進藤　大陸進藤　大陸 60
60 平川　朝陽松岡　修 7561 松藤　悠吉田　康浩 6160 吉田　康浩
64 松藤　悠平川　朝陽 7565 5～8 3604342 松藤　悠 ( CSJ ))69 3127399 増倉　祥寛 ( 京王赤城アカデミー )68 3506167 芝崎　玲鷹 (

野村建設工業高崎オープンジュニアspring14歳以下男子ドロー） 松藤　悠67 3419902 松村　成 ( 三芳ジュニアテニスアカデミー )66 bye （ 松村　成 61ＭＡＴ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ )71 3128262 柴田　蔵人 ( ウイニングショット )70 3419088 平川　朝陽 ( むさしの村ローンテニスクラブ )73 3419555 吉田　康浩 ( S.I.T.A )72 3126426 松岡　修 ( AJTA )75 3214983 金巻　武秀 ( 葉山テニスクラブ )74 3127388 為澤　十真 ( TENNIS SUNRISE )77 3214295 人見　快 ( Kテニススクール )76 3214316 増川　翔太 ( ＳＳＡレニックス )79 3506776 片柳　敬翔 ( ＭＡＴ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ )78 3126949 水主　弦 ( 昭和の森JTS )81 9～12 3126206 相原　綾介 ( N・CSP )80 13～16 3214138 進藤　大陸 ( K-Powersテニスアカデミーマートテニスガーデン )83 3214128 片山　一生 ( 荏原SSC )82 3214221 原田　悠仁 ( 大島フラワーテニスガーデン )85 3419468 野口　聖 ( グリーンテニスプラザ )84 3604765 藤井　大二朗 ( 大洗町ビーチテニスクラブ )87 3313485 金田　晴輝 ( 松原テニスクラブ印西 )86 3214672 村崎　太樹 ( Val )89 3419131 中山　朋和 ( 赤城アカデミーさくら野火止 )88 3313550 三好　優人 ( 殿山ＴＧ )91 3126978 吉岡　秀 ( 有明ジュニアテニスアカデミー )90 3214367 原田　朗 ( 横浜インターナショナルテニスコミニュティ )93 3125222 米中　海人 ( 町田ローンＴＣ )92 3126937 平山　尚暉 ( 有明ＪＴＡ )95 bye （ ）94 3127496 青木　佳泉 ( Big Think )97 5～8 3125600 中島　将太 ( ユニバーサルテニススクール南大沢 )96 3～4 3125160 倉持　英希 ( 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ )99 3127728 東海林　渓太 ( レテテニススクール )98 3126912 黒田　長実 ( 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ )101 3127497 青木　都和 ( Big Think )100 3215150 橋本　諒大 ( ＳＳＡレニックス )103 3127818 粟屋　衛 ( 京王赤城アカデミー )102 3214366 原田　祐 ( 横浜インターナショナルテニスコミニュティ )105 3215168 杉山　兼新 ( 神奈中テニススクール )104 3418588 堀　大輝 ( 戸田市スポーツセンター )107 3506314 村上　大志 ( あかぎテニスクラブ )106 3127100 宮良　琉玖 ( ビッグＫテニス )109 3214038 箱石　将人 ( BEAT　TENNIS CLUB )108 3313839 穂谷野　陸 ( 美浜テニスガーデン )111 3314097 小宮　明頼 ( SOL　Tennis 　College　 )110 3313843 八幡　諒 ( ＫＩＯＮ千葉 )113 13～16 3126781 南　大二朗 ( 京王赤城アカデミー )112 9～12 3419894 新井　翼 ( グローバルプロテニスアカデミー )115 3214418 福本　喜平 ( リビエラ逗子マリーナテニススクール )114 3420508 小笠原　悠 ( みんなのテニス )117 3127108 降旗　友也 ( Ｖｉｐ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ　　 )116 3313689 福島　奎汰 ( フミヤエース市川 )119 3214973 松岡　健 ( K-powersテニスアカデミーマートテニスガーデン )118 3214877 鈴木　結生 ( 大島フラワーテニスガーデン )121 3128224 高城　暖人 ( ウイングショット )120 3313299 多田　悠太 ( 志津テニスクラブ )123 3420857 川上　凜太郎 ( TC大井ファミリー )122 3125568 谷口　大 ( コートピア大泉テニスクラブ )125 3419520 岡田　裕之助 ( エルヴェ )124 3420887 荻上　悠雅 ( 赤城アカデミーさくら野火止
)128 2 3126051 外川　陽太 ( コートピア大泉テニスクラブ )127 bye （ ）126 3127607 中元寺　隆成 ( 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ


