
番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round Quarter finals Semi finals Final1 1 3420661 守谷　岳 ( Ｕ．T．PあたごＴＣ )）3 3127533 小倉　諭行 ( 昭和の森JTS )2 bye （ )5 3314144 大嶋　裕也 ( 松原ＴＣ印西 )4 3505263 田村　仁志 ( エリステニスクラブ )7 3506788 宮﨑　修七 ( 一筆テニスクラブ )6 3505764 大関　宏弥 ( エリステニスクラブ )9 9～12 3213736 堀井　駿佑 ( 青葉台ローンテニススクール )8 13～16 3419006 齋藤　大地 ( ALWAYS TENNIS SCHOOL )11 3127110 地主　大起 ( VIP Tennis Academy )10 3419073 辻　優輝 ( 石井真テニスアカデミー )13 3126427 鈴木　翔大 ( ひまわりＴＣ )12 3506132 町田　蓮 ( ＭＡＴ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ )15 3126759 岩井　凜太郎 ( 武蔵野ドームテニススクール )14 3128350 佐藤　慎哉 ( N・CSP )17 3～4 3126737 平井　健太郎 ( 昭和の森ジュニアテニススクール )16 5～8 3213764 太田　玲生 ( シンズあざみ野テニスチーム )19 3418556 浅海　東吾 ( 三芳ジュニアテニスアカデミー )18 3215264 藤井　俊太朗 ( 神奈中テニススクール )21 3505717 芝﨑　竜馬 ( ＭＡＴ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ )20 3418507 柳瀬　慎之介 ( tennis team Mt )23 3126094 田中　遼 ( Team REC )22 3214625 齋藤　翼 ( YSC )25 9～12 3126464 小澤　夏輝 ( TENNIS SUNRISE )24 13～16 3803143 大纒　佑太 ( 宇都宮テニスクラブ )27 3505466 輿石　雅己 ( エリステニスクラブ )26 3125301 和田　英将 ( 早稲田実業学校高等部 )29 3313711 野口　聡太 ( ＫＩＯＮ千葉 )28 3506096 隅田川　慶 ( 高崎テニスクラブ )31 3803394 須藤　啓太 ( アウリンテニスクラブ )30 3126038 井上　翔太朗 ( VIP Tennis Academy )33 5～8 3127703 齋藤　隼輝 ( 立教池袋中学校 )32 5～8 3505616 篠田　玲 ( ミナミグリーンテニスクラブ )35 3128011 竹内　翔 ( 東京立正高校 )34 3506772 黒神　尚希 ( 高崎テニスクラブ )37 3420414 髙村　昭汰 ( グローバルプロテニスアカデミー )36 3420610 佐藤　瑛輝 ( Ｕ．T．PあたごＴＣ )39 3127950 小島　健太 ( 立教池袋中学校 )38 3505914 藤倉　快 ( 館林ジュニアテニスクラブ )41 13～16 3803122 和田　耀平 ( アウリンテニスクラブ )40 9～12 3418918 茂木　要人 ( グローバルプロテニスアカデミー )43 3506508 大窪　君拓 ( 高崎テニスクラブ )42 3126463 久米　智弥 ( ひまわりＴＣ )45 3419478 五十公野　巧 ( 浦和パークテニスクラブ )44 3313439 鈴木　雄也 ( 松原ＴＣ印西 )47 3127788 唐鎌　光生 ( VIP Tennis Academy )46 3418116 塚越　亮介 ( ブリヂストンテニスハウス新所沢 )49 5～8 3417457 鳥山　優和 ( 赤城アカデミーさくら野火止 )48 3～4 3125622 川本　尚永 ( 東宝調布テニスクラブ )51 3313218 大山　幹郎 ( SOL Tennis College )50 3127044 桑原　千裕 ( 有明ジュニアテニスアカデミー )53 3214374 石田　太朗 ( 青葉台ローンテニスクラブ )52 3506477 片貝　椋 ( あかぎテニスクラブ )55 3313267 若月　大輝 ( サムライテニス )54 3214631 遠藤　月玖 ( Val )57 13～16 3125846 石野　悠貴 ( 水郷インドアテニスアカデミー )56 9～12 3418554 若尾　颯馬 ( ALWAYS TENNIS SCHOOL )59 3128366 毛利　優太 ( VIP Tennis Academy )58 3419653 宮里　亮 ( グローバルプロテニスアカデミー3417970 市川　豪 ( むさしの村ローンテニスクラブ )60 3506810 尾内　千紘 ( ＭＡＴ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ
)

野村建設工業高崎オープンジュニアspring16歳以下男子ドロー

64 2 3313041 村松　陸 ( あじさいインドアTS )63 bye （ ）62 3419566 小高　拓海 ( S.I.T.A )61

守谷　岳 守谷　岳田村　仁志 61w.o 守谷　岳大関　宏弥 6262 齋藤　大地齋藤　大地 6262 守谷　岳辻　優輝 60w.o 町田　蓮町田　蓮 63w.o 岩井　凜太郎佐藤　慎哉 7561 岩井　凜太郎岩井　凜太郎 64w.o 守谷　岳平井　健太郎 6460 平井　健太郎柳瀬　慎之介 6063 平井　健太郎芝崎　竜馬 6264 芝崎　竜馬田中　遼 6362 平井　健太郎小澤　夏輝 7563 小澤　夏輝隅田川　慶 6261 小澤　夏輝野口　聡太 6361 篠田　玲篠田　玲 6064 守谷　岳黒神　尚希 61w.o 佐藤　瑛輝佐藤　瑛輝 6060 佐藤　瑛輝藤倉　快 6376(5) 茂木　要人茂木　要人 6362 川本　尚永和田　耀平 6261 和田　耀平大窪　君拓 6062 川本　尚永五十公野　巧 6463 川本　尚永川本　尚永 6361 若尾桑原　千裕 64w.o 大山　幹郎大山　幹郎 6061 若尾　颯馬76(4)N.S 若尾　颯馬若尾　颯馬 w.o64 若尾　颯馬石野　悠貴 6361 石野　悠貴毛利　優太 6075 小高　拓海小高　拓海 6362 小高　拓海村松　陸 64


