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

( ) 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 3214530 石島　丈慈 ( IHSMレニックス 64 石島 60)63

3126987 小池　幸輝 ( 狛江インドアジュニアATP )

62 3604643 児玉　啓太 ( Fun to Tennisbye )61 3506584 長南　友丸 ( ミナミグリーンテニスクラブ )60 3420751 遠藤　陽斗 ( 上尾テニスクラブ )59 3214927 小松　駿介 ( リ－ファインターナショナルテニスアカデミー )58 3313684 杉本　環 ( Ｐａｌ　Tennis )57 3127402 加藤　一磨 ( コートピア大泉テニスクラブ )56 3506368 大野　真寛 ( ミナミグリーンテニスクラブ )55 3127941 田中　岳太 ( 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー )54 3214955 伊藤　太陽 ( 葉山テニスクラブ )53 3127767 大熊　樂 ( 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー )52 3127538 花畑　良輝 ( 八王子テニスアカデミー )51 3506759 堀内　怜生 ( 高崎テニスクラブ )50 3126675 石川　晄大 ( 三菱養和テニススクール )49 9～12 3126991 森下　滉司 ( ＶＩＰ　TENNIS　AKADEMY )48 13～16 3214562 松浦　麟太郎 ( 青葉台ローンテニスクラブ )47 3420904 上野　温洋 ( 赤城アカデミーさくら野火止 )46 3313836 斉藤　白羽 ( サムライテニス )45 3420485 平川　翔大 ( PCAジュニアテニスアカデミー )44 3803722 藤本　海智 ( サトウGTC )43 3420726 宇野　純矢 ( ETC )42 3506779 富田　一星 ( 藤岡テニスジュニア )41 3127946 櫻井　成 ( 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー )40 3506627 澤入　春斗 ( グランドFテニスクラブ )39 3313900 島巡　巧海 ( フミヤエース市川TA )38 3803682 高瀬　祐介 ( アウリンTC )37 3127740 馬渕　逸希 ( 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ )36 3420856 丸谷　圭介 ( 草加市Jr.テニス教室 )35 3506167 芝﨑　玲鷹 ( MAT Tennis Academy )34 bye ( )33 3～4 3419482 京谷　仁 ( グリーンテニスプラザ )32 5～8 3127027 中村　春輝 ( コートピア大泉テニスクラブ )31 3506430 鈴木　荘太郎 ( 一筆テニスクラブ )30 3420287 山田　竜也 ( 浦和パークテニスクラブ )29 3314095 野上　剛瑠 ( GODAI )28 3127382 藤野　克彬 ( ビッグK )27 3214957 福田　翔馬 ( K-Powers　テニスアカデミーマートテニスガーデン )26 3506588 奥西　悠太 ( ミナミグリーンテニスクラブ )25 3214975 松岡　玲央 ( 青葉台ローンテニスクラブ )24 3128151 五木田　琥珀 ( 金町インターナショナルTA )23 3214439 稲木　琢真 ( IHSMレニックス )22 3127364 高橋　康介 ( TAI TENNIS SCHOOL )21 3313707 宮﨑　颯人 ( 志津TC )20 3506700 柳　志優 ( MAT Tennis Academy )19 3506710 水出　駿希 ( 上野山テニススクール )18 3506536 金谷　剛至 ( 尾島ジュニアテニスクラブ )17 9～12 3419965 中山　陽 ( PCAジュニアテニスアカデミー )16 13～16 3420551 柿澤　遼 ( U.T.PあたごTC )1514 3128095 村上　涼 ( 八王子テニスアカデミー )13 3506314 村上　大志 ( あかぎテニスクラブ )12 3506758 米野　俊亮 ( ミナミグリーンテニスクラブ )11 3803681 野口　朔太郎 ( 小山ジュニア )10 3127795 鈴木　隼人 ( 東京都テニス協会 )9 3128098 田中　陽太 ( 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー )8 3127485 齋藤　璃空 ( 京王赤城アカデミー )7 3214938 大門　舜 ( 青葉台ローンテニスクラブ )6 3313972 藤本　大地 ( フミヤエース市川TA )5 3214990 髙田　湧一朗 ( 荏原SSC )4 3215190 籠島　琉凪 ( 青葉台ローンテニスクラブ3 3420040 沼崎　正志 ( リトルプリンステニスクラブ )2 bye (高崎オープンジュニアWINTER１２歳以下男子シングルス1 1 3419088 平川　朝陽 ( むさしの村ローンテニスクラブ )) 1 平川 1 平川4 籠島 60w.o 1 平川6 藤本 6175 8 齋藤8 齋藤 6064 1 平川10 鈴木 6261 10 鈴木12 米野 6362 14 村上14 村上 6361 14 村上16 柿澤 61w.o 1 平川17 中山 6061 17 中山柳　志優 6061 17 中山22 高橋 63w.o 23 稲木23 稲木 6160 17 中山25 松岡 7560 27 福田27 福田 6364 32 中村30 山田 6363 32 中村32 中村 6262
33 京谷41 櫻井 6361 41 櫻井44 藤本 61

33 京谷 33 京谷36 丸谷 6164 33 京谷38 高瀬 6263 39 島巡
6361 48 松浦48 松浦 6361

39 島巡 6060

60 64 石島61 長南 6164 64 石島
53 大熊 6261 53 大熊56 大野 61w.o57 加藤

1 平川63

1 平川128 廣池1 平川 64

w.o 59 小松59 小松 61 64 石島76(2)
64 石島50 石川 6475 50 石川52 花畑 6061 50 石川

63 48 松浦46 斉藤



番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round Quarter finals Semi finals Final6461 76(3)W.O69 嶋田 72 田中68 石井 66 原口66 原口
62 63

87 山下
7564 6360 636361 62

72 田中6275 63W.O 6263
83 日浦85 小林
76(3) 80 水主78 黒須75 橋本 80 水主73 武部73 武部 80 水主72 田中

6461 636062 60
87 山下87 山下81 山田81 山田 80 水主80 水主 64

128 廣池96 仁島 93 佐久間93 佐久間92 當中 93 佐久間92 當中90 板橋87 山下 6263

WO 121 齋藤124 岬 6062 128 廣池126 藤野 6161 128 廣池
118 加藤 6461 119 加澤119 加澤 6360 128 廣池121 齋藤 64

60 128 廣池113 渡邊 6262 113 渡邊116 増田 6361 113 渡邊
107 橋本 6060 107 橋本109 辻 6362 112 山本112 山本 64

63 104 飯野104 飯野 76(2)61 97 長谷川105 福島 6461 107 橋本
97 長谷川64 97 長谷川99 築城 6064 97 長谷川102 丸山 61

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 3419431 廣池　泰河 ( ALWAYS TENNIS SCHOOL )127 bye ( )126 3127863 藤野　陽彬 ( ビッグK 128 廣池 60)125 3803820 鈴木　海璃 ( 小山ジュニア )124 3420818 岬　圭吾 ( 上尾テニスクラブ )123 3703716 米山　好紀 ( エストテニスクラブ )122 3127945 櫻井　秀 ( 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー )121 3420050 齋藤　真輝 ( 浦和パークテニスクラブ )120 3127447 角田　虎太朗 ( コートピア大泉テニスクラブ )119 3127237 加澤　秀弥 ( 立正中学 )118 3420359 加藤　遼 ( 浦和パークTC )117 3803781 秋山　真哉 ( TFCインドアテニスクラブ )116 3420608 増田　真吾 ( U.T.PあたごTC )115 3127374 奈良　勇季 ( たちかわジュニアテニスアカデミー )114 3506301 小林　優真 ( エリステニスクラブ )113 13～16 0000058 渡邊　拓己 ( 海外 )112 9～12 3214499 山本　拓 ( K-powers テニスアカデミーマートテニスガーデン校 )111 3420209 山口　達人 ( グリーンテニスプラザ )110 3420851 武井　悠 ( チサンテニスクラブ岡部 )109 3214319 辻　琉聖 ( Y.S.C )108 3420870 藤崎　幹大 ( 与野テニスクラブ )107 3127057 橋本　涼平 ( ビッグKテニス )106 3506513 木村　颯斗 ( おおたスポーツアカデミー尾島ジュニアテニスクラブ )105 3560628 福島　健世 ( TアイジュニアTC )104 3420471 飯野　慶人 ( チサンテニスクラブ岡部 )103 3313958 狩野　快晴 ( VOTA )102 3127639 丸山　航正 ( 金町インターナショナルTA )101 3215083 矢野　龍雅 ( シンズあざみ野テニスチーム )100 3506411 高尾　時馬 ( エリステニスクラブ )99 3127868 築城　幸宗 ( 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー )98 3420349 鮫島　悠志 ( ALWAYS TENNIS SCHOOL )97 5～8 3126946 長谷川　和也 ( Team REC )96 3～4 3126957 仁島　清嘉 ( 緑ヶ丘テニスガーデン )95 bye ( )94 3506061 髙松　勇吹 ( 前橋テニスカレッジ )93 3420550 佐久間　陽登 ( U.T.PあたごTC )92 3126958 當中　優樹 ( チームＺＩＰ )91 3604665 樋上　祐貴 ( CSJつくばテニスガーデン )90 3420408 板橋　壱樹 ( TC大井ファミリー )89 3214440 稲木　友望 ( IHSMレニックス )88 3604569 川村　日冴 ( Fun to Tennis )87 3125838 山下　泰生 ( 高井戸ダイヤモンドフミヤTS )86 3126926 當中　亮太 ( チームＺＩＰ )85 3420367 小林　拓矢 ( 赤城アカデミー　さくら野火止 )84 3313908 大賀　凱仁 ( 志津テニスクラブ )83 3803684 日浦　竜馬 ( 小山ジュニア )82 3127274 但馬　秀梧 ( 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ )81 13～16 3313630 山田　慧 ( 松戸テニスクラブ )80 9～12 3126949 水主　弦 ( 三菱養和TC )79 3419901 斎藤　天稀 ( 上尾テニスクラブ )78 3506704 黒須　岳 ( 上野山テニススクール )77 3214967 髙橋　光 ( 神奈中テニススクール )76 3420515 牧野　想大 ( 鴻巣グリーンテニスクラブ )75 3506517 橋本　宇弘 ( 高崎ＴＣ )74 3128255 宇野　雄太郎 ( 東宝調布テニスクラブ )73 3604492 武部　湊 ( CSJ )72 3128002 田中　颯人 ( コートピア大泉テニスクラブ )71 3420556 廣池　亮河 ( ALWAYS TENNIS SCHOOL )70 3506742 一木　玲真 ( ミナミグリーンテニスクラブ69 3215194 嶋田　ジュリアン 湊 ( 神奈川県テニス協会 )68 3127397 石井　瑛介 ( チームZIP

64

高崎オープンジュニアWINTER１２歳以下男子シングルス65 5～8 3214299 越智　壮一郎 ( 相模原グリーンテニスクラブ ))67 3127726 佐藤　璃空 ( 自由が丘インターナショナルカレッジ )66 3313896 原口　善一 ( ＫＩＯＮ千葉 )


