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

茂木　駿一髙山　俊輝 6175 髙山　俊輝w.o
n.s 福島　琉汰立川　伊織 64茂木　駿一茂木　駿一 61

福島　琉汰三浦　良太 60w.o 福島　琉汰w.on.s
内山　大誠 6361 田中　瑛大田中　瑛大 63 三浦　佑太福島　琉汰 64

三浦　佑太井上　和哉 60井上　和哉青水　遥佳 75 田中　瑛大
61 三浦　佑太定形　直紀 6261 鳥山　翔鳥山　翔 63

西原　優輝 62 三浦　佑太三浦　佑太 62三浦　佑太岩田　一輝 62
藤井　豪寿有川　悠太 62 藤井　豪寿谷津　凱斗 6161 西原　優輝

春原　有成 60春原　有成w.o 工藤　颯人藤井　豪寿 61
工藤　颯人工藤　颯人 64工藤　颯人手塚　有莉 76(3)62 工藤　颯人

黒神　樹 w.ow.o 飯村　大也八木　郁哉 6164 飯村　大也飯村　大也 60
山崎　公輔山崎　公輔 76(8) 清水　健二朗63黒神　樹

清水　健二朗 清水　健二朗w.on.s 清水　健二朗小野　能哉 631 1 3127210 清水　健二朗 ( 有明ジュニアテニスアカデミー )）3 3127061 毛利　伊吹 ( 武蔵野ドームテニススクール )2 bye （ )5 3212811 小野　能哉 ( パームインターナショナルテニスアカデミー )4 3313197 内野　響 ( フミヤエース市川テニスアカデミー )7 bye （ ）6 bye ( )9 9～12 3417213 河野　慎太郎 ( トマトTC )8 13～16 3420549 山崎　公輔 ( U.T.PあたごT.C ）11 3505846 黒神　樹 ( 高崎テニスクラブ )10 bye （ )13 3125145 山本　秀 ( ＴＡＩ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｓｃｈｏｏｌ )12 3125286 水原　大 ( 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ )15 bye （ ）14 3506043 八木　郁哉 ( 尾島ジュニアテニスクラブ )17 3～4 3126898 工藤　颯人 ( 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー )16 5～8 3312848 飯村　大也 ( 吉田記念テニス研修センター ）19 3127575 黒田　尚希 ( 三菱養和テニススクール )18 bye （ )21 3506891 春原　有成 ( RST )20 3803038 手塚　有莉 ( 宇都宮テニスクラブ ）23 bye （ ）22 bye （ )25 9～12 3214113 藤井　豪寿 ( クリエイトTA )24 13～16 3212860 岡部　理玖 ( 厚木国際テニスクラブ ）27 bye （ ）26 bye （ )29 3218395 伊藤　晴哉 ( ＴＡＩ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｓｃｈｏｏｌ )28 3126406 有川　悠太 ( Team　３１０V )31 bye ( )30 3506681 谷津　凱斗 ( MAT　Tennis Academy )33 5～8 3506699 三浦　佑太 ( 高崎テニスクラブ )32 5～8 3214922 西原　優輝 ( 登戸サンライズテニスコート ）35 3803276 岩田　一輝 ( ＶＯＸ )34 bye （ )37 3313276 岡部　竜弥 ( サムライテニス )36 3418812 滝口　亮太 ( ブリヂストンテニスハウス新所沢 )39 bye （ ）38 3505648 定形　直紀 ( ミナミグリーンテニスクラブ )41 13～16 3212374 井上　和哉 ( クリエイトTA )40 9～12 3416884 鳥山　翔 ( 赤城アカデミーさくら野火止 ）43 bye ( )42 bye （ )45 3506872 山田　智也 ( RST )44 3506753 青水　遥佳 ( 高崎テニスクラブ )47 bye （ ）46 3126916 内山　大誠 ( 武蔵野ドームテニススクール )49 5～8 3313688 福島　琉汰 ( フミヤエース市川テニスアカデミー )48 3～4 3212706 田中　瑛大 ( 荏原SSC ）51 3506031 青木　翔真 ( MAT　Tennis Academy )50 bye （ )53 3127030 有延　一樹 ( 成城ジュニアテニスアカデミー )52 3419515 三浦　良太 ( チサンテニスクラブ岡部 )55 bye （ ）54 3128243 大野　祐人 ( レッツインドアテニススクール堀之内 )57 13～16 3128384 立川　伊織 ( 京華高校 )56 9～12 3126241 満尾　悠河 ( 東海大学管生高校 ）59 bye （ ）58 bye （3127448 髙山　俊輝 ( Team　３１０V )60 3126679 茂木　駿一 ( 京華高校
)

野村建設工業高崎オープンジュニアspring18歳以下男子ドロー

64 2 3124677 西谷　宥祐 ( 狛江インドアジュニアATPチーム )63 bye （ ）62 3313190 河上　雄大 ( sol tennis college )61


