
番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round Quarter finals Semi finals FinalFinal 756164W.ON.S
16 角田

128 平井128 平井17 佐藤
13 宮里13 宮里12 西前 13 宮里12 西前9 野田 1 金古7 寺﨑 5 矢口5 矢口 1 金古

75W.O 62636275

24 黒神19 小倉22 石井 22 石井 17 佐藤
17 佐藤17 佐藤17 佐藤17 佐藤60 60 6361 62 75

33 三好 17 佐藤32 小谷29 富田 32 小谷 32 小谷27 長谷川27 長谷川25 吉井
75616060 6162 62

36 増川36 増川37 加瀬谷36 増川
43 石井46 服部43 石井41 金巻40 関口37 加瀬谷36 増川

6062 6462 616063 63

54 永安 49 小野寺49 小野寺49 小野寺52 渡部49 小野寺48 松下 48 松下 48 松下
61W.O 63 76(4)6176(5)

62 大木 64 葛生 64 葛生 49 小野寺60 吉田60 吉田57 小清水 54 永安56 宮崎 75646162 646161

高崎オープンジュニアWINTER１４歳以下男子シングルス1 1 3505521 金古　遼馬 ( 上野山テニススクール )) 1 金古1 金古3 3126690 井實　優斗 ( 京王赤城アカデミー )2 bye (5 3127314 矢口　創太 ( たちかわJTA )4 )7 3418561 寺﨑　秋賀 ( Ｓ．Ｉ．Ｔ．Ａ )6 bye (( 上野山テニススクール )8 3604433 川島　泰晟 ( エースＴＡ )11
3127054 小澤　光 ( 立川第４中学校 )

10 bye (bye ( ))9 3506333 野田　一成 )13 3419653 宮里　亮 ( グローバルプロテニスアカデミー )12 3214663 西前　利紀 ( 葉山テニスクラブ )15 bye ( )14 3314097 小宮　明頼 ( ＳＯＬ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｃｏｌｌｅｇｅ )17 9～12 3420610 佐藤　瑛輝 ( Ｕ．Ｔ．ＰあたごＴＣ )16 13～16 3126400 角田　優太 ( N.CSP )19 3127533 小倉　諭行 ( 昭和の森ＪＴＳ )18 bye ( )21 3506341 江田　光輝 ( 大泉ナベテニスクラブ )20 3127724 佐川　涼夏 ( Team 310V )23 bye ( )22 3419075 石井　尭乃進 ( グリーンテニスプラザ )25 3505751 吉井　大揮 ( ＴＩジュニアテニスクラブ )24 3506772 黒神　尚希 ( 高崎テニスクラブ )27 3803533 長谷川　侑哉 ( 宇都宮サンテニスクラブ )26 bye ( )29 3313835 富田　琉雅 ( アポロコーストTC )28 3506374 阿部　広夢 ( ミナミグリーンテニスクラブ )31 bye ( )30 3803409 近藤　慶 ( 宇都宮テニスクラブ )33 3～4 3214464 三好　健太 ( シンズあざみ野テニスチーム )32 5～8 3703609 小谷　海太 ( ISHII TENNIS ACADEMY )35 3506611 尾花　友都 ( 太田西中学校 )34 bye (37 3419556 加瀬谷　洸旭 ( Ｓ．Ｉ．Ｔ．Ａ )36 )3214316 増川　翔太 ( IHSMレニックス )39 bye ( )38 3419575 山本　遥平 ( 戸田市スポーツセンター )41 3214983 金巻　武秀 ( 葉山テニスクラブ )40 3214351 関口　恒 ( IHSMレニックス )43 3418048 石井　舜之介 ( グリーンテニスプラザ )42 bye (45 3506477 片貝　椋 ( あかぎテニスクラブ )44 bye ( ))47 bye ( )46 3314103 服部　冬馬 ( 松戸テニスクラブ )49 9～12 3505784 小野寺　智也 ( ミナミグリーンテニスクラブ )48 13～16 3419543 松下　颯真 ( ALWAYS TENNIS SCHOOL )51 2000373 松坂　拓紀 ( 東北テニス協会 )50 bye ( )53 3803644 鈴木　滉基 ( アウリンＴＣ )52 3127254 渡部　悠大 ( 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ )55 bye ( )54 3803495 永安　直成 ( 宇都宮サンテニスクラブ )57 3313527 小清水　洸貴 ( 吉田記念テニス研修センター )56 3506788 宮崎　修七 ( 一筆テニスクラブ )59 3313565 佐藤　駿真 ( ロイヤルSCテニスクラブ )58 bye ( )61 3419574 永島　大睦 ( 戸田市スポーツセンター )60 3313420 吉田　朋弘 ( TTC 2015.11.23付ランキング2015.11.23付ランキング2015.11.23付ランキング2015.11.23付ランキング)64 5～8 3506485 葛生　哉汰 ( ミナミグリーンテニスクラブ )63 bye ( )62 3127671 大木　悠靖 ( 京王赤城アカデミー 64 葛生 62



番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round Quarter finals Semi finals Final高崎オープンジュニアWINTER１４歳以下男子シングルス65 5～8 3313218 大山　幹郎 ( ＳＯＬ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｃｏｌｌｅｇｅ ))67 3313049 下澤　英士 ( Ｈｉｌｌｓ　Ｋ－Ｎａｇａｔｓｕｋａ　ＴＡ )66 bye ( )69 3314144 大嶋　裕也 ( 松原テニスクラブ印西 )68 3214989 髙田　航太郎 ( 荏原SSC )71 bye ( )70 3420475 岡田　陸翔 ( チサンテニスクラブ岡部 )73 3419934 時岡　宏斗 ( グリーンテニスプラザ )72 3703677 新野　敬士 ( ISHII TENNIS ACADEMY )75 3214350 関口　駿 ( IHSMレニックス )74 bye ( )77 3215121 浅倉　英陸 ( YCACテニスアカデミー )76 3314100 加瀬　暖人 ( ken′s Naritajunior project )79 bye ( )78 3803313 髙橋　歩 ( サトウＧＴＣ )81 13～16 3419561 栗原　颯友 ( PCAジュニアテニスアカデミー )80 9～12 3419894 新井　翼 ( グローバルプロテニスアカデミー )83 3214633 西山　快 ( 荏原SSC )82 bye ( )85 3313421 吉田　昌弘 ( TTC )84 3419214 小川　敦也 ( TC大井ファミリー )87 bye ( )86 3420431 根井　温己 ( リトルプリンステニスクラブ )89 3313267 若月　大輝 ( サムライテニス )88 所属変更 3314168 山川　倖平 ( フミヤエース市川テニスアカデミー )91 3126978 吉岡　秀 ( 有明ジュニアテニスアカデミー )90 bye ( )93 3214289 宮崎　太郎 ( K-powers テニスアカデミーマートテニスガーデン )92 3419487 根井　寛人 ( リトルプリンステニスクラブ )95 bye ( )94 3505086 田部井　裕喜 ( 新橋TC )97 5～8 3313848 倉地　蓮 ( フミヤエース市川テニスアカデミー )96 3～4 3419034 矢﨑　英資 ( グリーンテニスプラザ )99 3313294 齋田　大成 ( 吉田記念テニス研修センター )98 bye ( )101 3420629 井倉　一久 ( 彩テニススクール )100 3506099 内山　想麻 ( ＭＡＴ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ )103 bye ( )102 3313447 吉田　直樹 ( アートヒルテニスクラブ )105 3214445 原田　裕太 ( ＩＨＳＭ綾瀬 )104 3127188 服部　一慧 ( 有明ジュニアテニスアカデミー )107 3127284 江淵　健斗 ( 自由ヶ丘インターナショナルテニスカレッジ )106 bye ( )109 3803609 佐藤　匠真 ( アウリンＴＣ )108 3419900 岡本　武琉 ( ひばりヶ丘新豊テニスクラブ )111 bye ( )110 3127543 大津　拓夢 ( VIP TENNIS ACADEMY )113 13～16 3214221 原田　悠仁 ( 大島フラワーテニスガーデン )112 9～12 3128111 八尋　功資 ( ＴＥＡＭ　ＹＯＮＥＺＡＷＡ )115 3214636 秋元　健太郎 ( 葉山テニスクラブ )114 bye ( )117 3313624 小田切　豪汰 ( 吉田記念テニス研修センター )116 3214672 村崎　太樹 ( Vaｌ119 bye ( )118 bye ( )( アウリンテニスクラブ )120 3420508 小笠原　悠 ( みんなのテニス )121 3803391 濱﨑　光章 )123 3419611 中村　海渡 ( 赤城アカデミーさくら野火止 )122 bye ( )125124 3506782 北本　大河 ( 高崎テニスクラブ )3420558 佐藤　裕一郎 ( グローバルプロテニスアカデミー 2015.11.23付ランキング2015.11.23付ランキング2015.11.23付ランキング2015.11.23付ランキング)128 2 3126737 平井　健太郎 ( 昭和の森ジュニアテニススクール )127 bye ( )126 3506711 笠井　康志 ( 上野山テニススクール 128 平井 128 平井

128 平井110 大津110 大津108 岡本 108 岡本 60
125 佐藤123 中村 128 平井123 中村120 小笠原 117 小田切117 小田切 128 平井6460

97 倉地104 服部102 吉田 102 吉田 97 倉地100 内山 97 倉地
63

113 原田116 村崎 113 原田113 原田 W.O 6261 6263 61 6360 62
108 岡本105 原田

128 平井96 矢﨑94 田部井 96 矢﨑89 若月89 若月 81 栗原
6260 63NS W.O 63

81 栗原81 栗原81 栗原81 栗原60 75 6063 61 60W.O
72 新野72 新野 72 新野

76(4) 6060 63 6061 61

606060 W.O64 6164 60

62

NS
N.S

61 W.O

63

69 大嶋 72 新野68 髙田 68 髙田

64

77 浅倉77 浅倉75 関口 75 関口75 関口73 時岡
88 山川 85 吉田85 吉田84 小川
97 倉地96 矢﨑

N.S
N.S


