
番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round Quarter finals Semi finals FinalFinal高崎オープンジュニアWINTER１６歳以下男子シングルス1 1 3213413 米田　圭佑 ( 荏原ＳＳＣ )) 1 米田1 米田3 3125541 平　　レオン　オリリアス ( 京王赤城アカデミー )2 bye ( )5 3313040 杉本　啓尚 ( Pal　Tennis )4 3126051 外川　陽太 ( コートピア大泉テニスクラブ )7 bye ( )6 3313083 鈴木　陸翔 ( ルネサンス鷹之台TC )9 3127319 五百城　純 ( 東宝調布テニスクラブ )8 3126206 相原　綾介 ( N.CSP )11 3418572 石関　皓 ( ブリヂストンテニスハウス新所沢 )10 3214273 小山　馨 ( ウエスト横浜テニスクラブ )13 3127100 宮良　琉玖 ( ビッグＫテニス )12 3506132 町田　蓮 ( MAT Tennis Academy )15 bye ( )14 3313302 鹿川　湧生 ( Hills K-nagatsuka Tennis Academy )17 9～12 3505587 上野山　竜人 ( 上野山テニススクール )16 13～16 3313257 末尾　拓翔 ( ﾛｲﾔﾙＳＣテニスクラブ )19 3419478 五十公野　巧 ( 浦和パークＴＣ )18 bye ( )21 3214625 齋藤　翼 ( YSC )20 3505616 篠田　玲 ( ミナミグリーンテニスクラブ )23 3126716 山田　博貴 ( 三菱養和TS )22 3506096 隅田川　慶 ( 高崎テニスクラブ )25 3420488 清水　幸樹 ( ＳＹＴ月見野テニススクール )24 3215243 内田　夢十 ( 青葉台ローンテニスクラブ )27 3419555 吉田　康浩 ( Ｓ．Ｉ．Ｔ．Ａ )26 bye ( )29 3214374 石田　太郎 ( 青葉台ローンテニスクラブ )28 3418585 佐藤　壮 ( 戸田市スポーツセンター )31 bye ( )30 3126094 田中　遼 ( Ｔｅａｍ　ＲＥＣ )33 3～4 3312848 飯村　大也 ( 吉田記念テニス研修センター )32 5～8 3420661 守谷　岳 ( U.T.PあたごＴＣ )35 3127494 池田　有輝 ( 成城ジュニアテニスアカデミー )34 bye ( )37 3313555 中台　凱翔 ( 志津テニスクラブ )36 3418116 塚越　亮介 ( ブリヂストンテニスハウス新所沢 )39 bye ( )38 3127755 日野　知紀 ( ユニバーサルテニススクール南大沢 )41 3126452 真庭　稔 ( コートピア大泉テニスクラブ )40 3214125 髙橋　治英 ( IHSMイザワ )43 3213904 齋藤　成 ( 葉山テニスクラブ )42 bye ( )45 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 )44 3214395 田島　響生 ( サレジオ学院中学校 )47 bye ( )46 3126916 内山　大誠 ( 武蔵野ドームテニススクール )49 9～12 3418008 髙山　元希 ( 彩テニススクール )48 13～16 3213214 国島　宇遥 ( 荏原ＳＳＣ )51 3312936 渡辺　莞 ( ＴＴＣ )50 bye ( )53 3419316 村上　直樹 ( ALWAYS　TENNIS　SCHOOL )52 3126310 石井　優大 ( チームZIP )55 bye ( )54 3506088 矢内　奏成 ( 大泉ナベテニスクラブ )57 3128100 岡田　大輝 ( 高井戸ダイヤモンドフミヤＴＳ )56 3127159 原田　絃多 ( ビッグＫテニス )59 3313355 岡村　輝 ( K-Tennis Training )58 bye ( )61 3126181 山内　一輝 ( 八王子テニスアカデミー )60 3125153 鈴木　悟 ( 京王赤城アカデミー 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)64 5～8 3212743 岡部　創太 ( シンズあざみ野テニスチーム )63 bye ( )62 3213528 庄子　大慎 ( IHSM綾瀬 N.S
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607561 76(2) 6163 616361
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高崎オープンジュニアWINTER１６歳以下男子シングルス65 5～8 3604196 藤田　裕暉 ( KCJ　テニスアカデミー )) 68 茂木N.S67 3506031 青木　翔真 ( MAT Tennis Academy )66 bye ( )69 3506059 加藤　圭太郎 ( サンクテニスクラブ )68 3418918 茂木　要人 ( グローバルプロテニスアカデミー )71 bye ( )70 3126464 小澤　夏輝 ( TENNIS SUNRISE )73 3128337 三浦　晃世 ( 芝浦工業大学中学校 )72 3127751 甲賀　翼 ( コートピア大泉テニスクラブ )75 3126780 高野　凌一 ( 明星高校 )74 bye ( )77 3214207 髙橋　優 ( クリエイトTA )76 3213764 太田　玲王 ( シンズあざみ野テニスチーム )79 bye ( )78 3127840 廣田　雄一郎 ( 成城ジュニアテニスアカデミー )81 13～16 3418775 古賀　大輝 ( 与野テニスクラブ )80 9～12 3313303 鹿川　夏生 ( Hills K-nagatsuka Tennis Academy )83 3505764 大関　宏弥 ( エリステニスクラブ )82 bye ( )85 3506776 片柳　敬翔 ( MAT Tennis Academy )84 3126817 仲川　洸太 ( ユニバーサルテニススクール南大沢 )87 3125837 望月　智樹 ( 成城ジュニアテニスアカデミー )86 3505348 今井　亮輔 ( Ｔアイジュニアテニスクラブ )89 3505717 芝﨑　竜馬 ( MAT Tennis Academy )88 3312766 鈴木　拓海 ( Hills K-nagatsuka Tennis Academy )91 3505545 松本　愛慈 ( 一筆テニスクラブ )90 bye ( )93 3313276 岡部　竜弥 ( サムライテニス )92 3419515 三浦　良太 ( チサンテニスクラブ岡部 )95 bye ( )94 3127202 根本　真樹 ( 三菱養和テニススクール )97 5～8 3803173 青木　健登 ( 宇都宮テニスクラブ )96 3～4 3604172 飯泉　涼 ( CSJ )99 3418812 滝口　亮太 ( ブリヂストンテニスハウス新所沢 )98 bye ( )101 3420645 木下　力也 ( 浦和学院高校 )100 3127539 地主　直輝 ( ユニバーサルテニススクール南大沢 )103 bye ( )102 3506476 齋藤　慶斗 ( 尾島ジュニアテニスクラブ )105 3125722 羽根　正太 ( 有明ジュニアテニスアカデミー )104 3126834 上田　圭一朗 ( 狛江インドアジュニアATPチーム )107 3214751 坂本　遼介 ( サレジオ学院中学校 )106 bye ( )109 3419131 中山　朋和 ( 赤城アカデミーさくら野火止 )108 3127378 根本　泰樹 ( 三菱養和テニススクール )111 bye ( )110 3127662 川上　舜世 ( 有明ジュニアテニスアカデミー )113 13～16 3213889 松﨑　幹尚 ( MIRAI　TENNIS　ACADEMY )112 9～12 3126241 満尾　悠河 ( 東海大学菅生高校 )115 3214403 大塚　敬也 ( サレジオ学院中学校 )114 bye ( )117 3213952 山本　佳 ( K-powers テニスアカデミーマートテニスガーデン校 )116 3313453 大野　峻輝 ( INABA T.S. )119 bye ( )118 3314166 弘田　将也 ( フミヤエース市川テニスアカデミー )121 3313247 齋田　勝利　 ( 吉田記念テニス研修センター )120 3419492 星川　光太朗 ( ブリヂストンテニスハウス新所沢 )123 3506612 早川　響 ( 太田西中学校 )122 bye ( )125 3213511 佐藤　太耀 ( 葉山テニスクラブ )124 3418975 辻岡　権 ( ＳＹＴ月見野テニススクール 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 3505664 町田　晴 ( 高崎ＴＣ )127 bye ( )126 3506461 備前島　彪雅 ( 尾島ジュニアテニスクラブ 128 町田 63
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