
番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round 5round Quarter finals Semi finalsSemi finals Final

6245 大野

129 ディサナヤカ236 木本129 ディサナヤカ120 河野 129 ディサナヤカ120 河野45 大野 6162636461 626 中澤3 服部 1 福島1 福島1 福島1 福島

N.SW.O W.O 6463 6263 6162W.O W.ON.S16 小林 16 小林12 冨田 10 東島10 東島10 東島8 寺門 6 中澤60 64 1 福島
6360

21 岩本20 榊原 24 井手20 榊原17 戸丸 63)

bye ( )

)
30 和仁30 和仁27 徳永25 大山 27 徳永 27 徳永 24 井手24 井手24 井手
35 坂本

)

)))3505202 大山　恭士朗 ( 上野山テニススクール

)山口　竣太郎 ( 川越東高校

)

(

)

)
)))

))3 3213862 服部　紀之 ( パーム　インターナショナルテニスアカデミー )2 bye (
寺門　建9

1 1 3420062 福島　康平 ( 浦和学院高校3506414 加藤　龍海 ( Tアイジュニアテニスクラブ )
10 3416430 東島　隆哉 ( 川越東高校共栄学園高校 )6 )4 bye (( Ｓ．Ｉ．Ｔ．Ａ )bye ( ))

)7 3126168 中澤　優斗 (8 )11 bye (
5 bye (3418211 )13 3127566 佐久間　仁 ( 西高校 )12 3127181 冨田　大貴 ( 成城ジュニアテニスアカデミー )14 bye ( ))15 3126681 松村　健太郎 ( コートピア大泉テニスクラブ16 3416875 小林　季生 ( ALWAYS　TENNIS　SCHOOL18

3312294 和仁　遼太 ( オールサムズＴＣ
17 3420405 戸丸　諒 ( 三芳ジュニアテニスアカデミーbye (3213502 榊原　健太 ( 荏原SSC1922 bye (bye (21 3417957 岩本　恵史 ( 昌平高等学校202524 ( )23 bye ( ))3420434 井手　岳彦 ALWAYS　TENNIS　SCHOOL27 3212176 徳永　慶伍 ( 荏原SSC )26 bye ( )29 ( )28 bye (3125286 水原　大 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ )31 bye ( )3033 9～12 3123322 本田　龍人 ( 成蹊高校 )32 13～16 3123117 ニ村　賢人 ( 日本大学第三高等学校 )35 3126641 坂本　映彗 ( ＴＯＰインドアステージ多摩 )34 bye ( )37 3416993 石井　錬 ( 川越東高校 )3639 3506725 土屋　薫平 ( 高崎テニスクラブ )38 3124017 木村　亮介 ( 日本大学第三高校 )41 3506861 大賀　雄太郎 ( Tアイジュニアテニスクラブ )40 bye ( )43 3505132 芝﨑　辰弥 ( スプレッドテニスクルー )42 bye ( )45 3123379 大野　一真 ( 昭和の森ジュニアテニススクール )44 3213190 佐藤　翔真 ( 荏原SSC )47

3420801 北川　哲也 Ｕ．Ｔ．ＰあたごＴ．Ｃ
46 3420549 山崎　公輔 ( Ｕ．Ｔ．ＰあたごＴ．Ｃbye (49 3505262 青木　源 ( ミナミグリーンテニスクラブ48 341681751 3418610 森本　鎮伎 ( 与野テニスクラブ )50 3125985 山田　紘範 ( 三菱養和TS )53 3505912 中村　竜也 ( 前橋高校 )52 bye ( )57 ( )56 (

)55 bye ( )54 (3505648 定形　直紀 ミナミグリーンテニスクラブ3417916 大野　慎平 プラスαテニスカレッジ6061 )59 ( )58 bye (松場　拓海 吉田記念テニス研修センター )3418776 古賀　悠介 浦和学院高校3313076 bye (

高崎オープンジュニアWINTER１８歳以下男子シングルス

)64 5～8 3420607 増田　健吾 ( Ｕ．Ｔ．ＰあたごＴ．Ｃ )63 bye ( )62 (3126668 池内　航 コートピア大泉
62 池内49 青木49 青木49 青木48 山口 45 大野45 大野

62 池内62 池内60 古賀 62 池内60 古賀56 大野56 北川 56 北川

39 土屋 38 木村38 木村35 坂本
45 大野

45 大野38 木村

54 定形
N.S W.O60 6460 646363 61N.S W.OW.O

63 6176(3) W.ON.S
43 芝﨑

626461 6075 61 6145 大野43 芝﨑41 大賀



番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round 5round Quarter finals Semi finals

62120 河野
6475W.ON.S 6164 6299 佐藤 108 安藤97 新井97 新井

75111 愛敬 110 吉野
97 新井

N.S62 W.O 606376(3) 60
110 吉野108 安藤 108 安藤108 安藤105 井上103 小川 103 小川

62 61 120 河野
120 河野123 笹掛125 新井125 新井123 笹掛 123 笹掛122 田中120 河野 120 河野117 河上116 毛利 120 河野114 田部井114 田部井 63

636261

bye ( )

bye ( )

))))))))( 高崎経済大学附属高等学校 )
文星芸術大学附属高校

bye

65 3～4 3212830 髙橋　勇人 ( 荏原SSC ))67 3420395 髙月　稔基 ( PCAジュニアテニスアカデミー )66 bye (69 3604403 鈴木　尚也 ( ＣＳＪ )68 )71

3213178 髙橋　定治 IHSMイザワ

70 3127575 黒田　尚希 ( 三菱養和テニススクール3417300 秀　一輝 ( 浦和学院高校

3504847 関口　大地 高崎テニスクラブ
73 3321305 山中　海斗 ( Pal-Tennis72 3506872 山田　智也 ( RST75 3125999 室橋　涼風 ( 羽村高校74 bye (77

3416730 中川　裕太 赤城アカデミーさくら野火止

76 3126384 宇田川　崇 ( 京王赤城アカデミーbye (
3126803 中野　龍人 有明ジュニアテニスアカデミー

79 350656582 須藤　芳鷹78 3506699 三浦　佑太 ( 高崎TC )81 3506753 青水　遥佳 ( 高崎テニスクラブ )80 3212869 桐山　優也 ( リ－ファインターナショナルテニスアカデミー( )bye ( ))
)83 3125682 榎本　侑真 ( 京王赤城テニスアカデミー )84

赤城アカデミーさくら野火止
bye ( )87 ( )86 (85 )89 bye (3802865 粂川　達88 (

)93 ( )92 ( )91 ( )90 (3128059 三宅　大生 成城ジュニアテニスアカデミー3419907 谷野　和也95 bye ( )94 )97 9～12 3506896 新井　亮平 ( 高崎テニスクラブ )96 13～16 3124133 松川　陽也 ( 金町インターナショナルＴＡ )99 3214991 佐藤　樹 ( YSC )98 bye (101 3604250 河野　泰之 ( CSJ )100 )3214053 関田　眞珠 ( 荏原SSC103 3505620 小川　航平 ( 高崎テニスクラブ )102 bye ( )105 3212374 井上　和哉 ( クリエイトＴＡ )104 bye ( )107 3504669 阿部　崇也 ( マッカリーテニスハウス )106 bye ( ))109
3127419 河野　幹 早稲田実業学校高等部

108 3126341 安藤　洋祐 ( 東京成徳大学高校bye ( )
3420626 松﨑　嵩天 川越東高校3313190 河上　雄大 SOL Tennis College

)111

3417337 新井　浩次郎 川越東高校

110 3125801 吉野　颯汰 ( 共栄学園高校3419050 愛敬　廉 ( 浦和学院高校
3416799 笹掛　友大 ウイングローバルテニスアカデミー熊谷

114 3803546 田部井　雅也 ( 足利工業大学附属高校 )

3126984 豊田　風人 水郷インドアTA

)113
3125920 田中　徹 ビッグK

112 bye (bye ( ))115 bye ( ))117 ( )116 3127061 毛利　伊吹 ( 武蔵野ドームテニススクール )119 ( )118 bye ( )121 bye ( )120 (
( )123 ( )122 (bye ( )

高崎オープンジュニアWINTER１８歳以下男子シングルス

)128 5～8 3124096 井上　海吏 ( 東宝調布テニスクラブ127 bye ( )126 )125 ( )124

90 粂川83 榎本81 青水79 須藤 78 三浦 63

96 松川 96 松川94 三宅 90 粂川90 粂川90 粂川 90 粂川88 中野 62N.S

78 三浦73 山中73 山中71 秀 78 三浦71 秀69 鈴木 64
86 関口86 関口83 榎本 86 関口

68 黒田 65 髙橋65 髙橋65 髙橋

W.O 63 64W.O75 60 6263W.O 60W.O 60 6460 62 6362 61
78 三浦75 室橋



番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round 5round Quarter finals Semi finals
N.S 61W.O 60136 黒神131 長沼 129 ディサナヤカ129 ディサナヤカ129 ディサナヤカ

6176(3) 60N.S W.O61 62W.O 63
6362 62144 赤西 144 赤西142 吉江140 深見 144 赤西140 深見138 岩澤 129 ディサナヤカ136 黒神60 6064W.O

151 春原150 谷津 150 谷津 160 畠山148 手塚148 手塚148 手塚146 栗原 129 ディサナヤカ61

60129 ディサナヤカ160 畠山 160 畠山158 米村 160 畠山154 戸張154 戸張 63
75 61 167 荘164 半谷 161 露崎161 露崎

W.O 63 76(6)6460 6364W.O 63 6375173 吉田171 鈴田 176 大久保171 鈴田169 加藤 176 大久保167 荘 167 荘165 遠藤 62W.O 62 64

184 中原182 斉藤179 藤原 184 中原178 柴田178 柴田 176 大久保176 大久保 176 大久保 64
192 吉本190 佐藤187 渡辺 187 渡辺 187 渡辺187 渡辺185 和田184 中原 63

129 5～8 3213217 ディサナヤカ　玲生 ( 大磯テニスアカデミー ))131 3124696 長沼　匡里 ( 東海大学菅生高校 )130 bye (133 3420261 飯倉　海 ( PCAジュニアテニスアカデミー )132 bye ( ))135

3506891 春原　有成 RST

134 3313228 加藤　大雅 ( 殿山テニスガーデンbye ( )

3506681 谷津　凱斗 ＭＡＴ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ

)137 3126536 )136 3505846 黒神　樹 ( 高崎テニスクラブbye ( ))139138 3419443 岩澤　宏樹 ( 立教新座高校加藤　司紗 ( 水郷インドアテニスアカデミー )141 3126729 藤縄　尚紀 ( 京王赤城アカデミー )140 3312330 深見　翔大 ( ロイヤルSCテニスクラブ )143 3214974 竹内　悠大 ( 荏原SSC )142 3127465 吉江　陽成 ( VIP TENNIS ACADEMYbye ( ))145 ))144 3312681 赤西　大樹 ( 初石ＴＣbye (146 3213668 栗原　直幹 ( シンズあざみ野テニスチーム
3213282 米村　雅生 厚木国際テニスクラブ

147
bye (3418038 飯塚　左京 三芳ジュニアテニスアカデミー3124389 宮岸　一樹 (154 日本大学第三高校

)149148 3703136 手塚　草太 ( ＧＴＫテニスクラブbye ( )

)))東洋大牛久付属高校 )(

)151 ( )150 ( ))153

bye ( )

))))
3124743 蒲原　正大 ( ビッグK

157 ( )156 (155 ))152 bye (bye (3416899 戸張　匠海 ( 浦和学院高校159 bye ( )158161 13～16 3312616 露崎　翔太 ( フミヤエース市川TA )160 9～12 3214919 畠山　尚 ( 湘南工科大学附属高校163 3803038 手塚　有莉 ( 宇都宮テニスクラブ )162 bye (167 3803821 荘　隆二 ( 足利工業大学附属高校 )166 bye ( )165 3212985 遠藤　優太 ( 荏原SSC )
)
)

171 3126582 鈴田　直也 ( ユニバーサルテニススクール南大沢 )170
3127222 半谷　旭飛 ( たちかわJTA )169164 )168

)174 bye ( )173 3418000 吉田　功汰 ( 浦和パークテニス )175 bye (177
菊田　嶺央 ( 和光高校3312763 加藤　潤 ( Pal　Tennis3125713172176 3603634 大久保　恵将 (bye180 bye ((178 3126144 柴田　祥太郎 (179 3212818 藤原　祐斗 厚木国際テニスクラブT.T.LBRL

189
)3214924 中原　尚輝 Ｎ．ＰＬＡＮＮＩＮＧ )183 bye ( )182 3418990 斉藤　大河 ( 浦和学院高校
)188 (3127448
)181 bye (

187 ( )186 bye ( ))( )184 (3417460 和田　大永 戸田市スポーツセンター髙山　俊輝 Team 310V )

高崎オープンジュニアWINTER１８歳以下男子シングルス

190 (
)185 3212669 佐藤　亘 荏原SSC3417325 渡辺　悠史 グリーンテニスプラザbye ( )192 3～4 3126194 吉本　優太 ( TEAM 　YONEZAWA191 bye ( ) 192 吉本



番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round 5round Quarter finals Semi finals

236 木本63222 吉澤 6063 224 西谷224 西谷 62
216 七邉 60 212 本間63219 矢ヶ崎219 矢ヶ崎 WO64 224 西谷225 福島

N.S
62 212 本間212 本間 76(3) 212 本間213 武田 76(5)60 213 武田

205 並木205 並木 63205 並木207 松本 63 212 本間209 佐藤 64
199 黒沢 62 205 並木201 丸石 63WO 201 丸石204 生沼 60

196 関196 関 WO75 196 関197 木下 64199 黒沢N.S

245 山口245 山口

60

N.S W.O61N.S
6163
63 225 福島228 河野 225 福島

61236 木本
241 宮澤241 宮澤63238 染野236 木本 236 木本234 青木 236 木本232 大和田 232 大和田62 75W.ON.S 61

236 木本239 馬場 239 馬場 60
253 亀井253 亀井 253 亀井249 齋藤249 齋藤 253 亀井248 川畑 6064W.O64 64245 山口243 近藤

)

bye ( )
bye ( )

サムライテニス
))))3420297 佐々木　優人 ( 浦和学院高校
)))

))194 bye (193 5～8 3214099 門矢　和真 ( 慶応義塾高校195 3803276 岩田　一輝 ( VOX )197 3506564 木下　翔貴 ( 高崎経済大学附属高等学校 )196 )3125850 関　優 ( 町田ローンテニスクラブ199 3604683 黒沢　聡 ( エースアカデミー )198 bye ( )201 3127174 丸石　行哉 ( 昭和の森ジュニアテニススクール )200 bye ( ))203

3126540 矢ヶ崎　奨 三菱養和テニススクール

202 3313402 冨沢　光 ( オールサムズテニスクラブbye ( ))205 3505063 並木　春澄 ( スプレッドテニスクルー )204 3214792 生沼　健 ( プロフェッショナルテニススクール

)

207 3128113 松本　悠椰 ( 武蔵野ドームテニススクール )206

3504950 吉澤　天翔 ( 上野山テニススクール

bye (209 3126603 佐藤　陸 ( ビッグKテニス )208 bye ( )211
3703269 前田　理玖 ACE Tennis Club

210 3504922 今井　俊吾 ( 上野山テニススクールbye (3124926 七邉　健太 フェアリーテニスフォーラム213 3420881 武田　祐亮 ( 立教新座高校212 3416224 本間　凌太 ( 川越東高校 )217 ( )216 ( )215 bye ( )214
221 ( )220 ( )219 ( )218 bye (3127110 地主　大起 VIP TENNIS ACADEMY3312318 小山　翔223 bye ( )222225 13～16 3313688 福島　琉汰 ( フミヤエース市川 )224 9～12 3124677 西谷　宥祐 ( 狛江インドアジュニアATPチーム227 3213977 平林　瑞貴 ( Y.S.C )226 bye (229 3417213 河野　慎太郎 ( トマトTC )228 )231

3213230 杉山　陸 荏原SSC

230 3212528 阿南　昴 ( 荏原SSCbye ( ))233

3127703 齋藤　隼輝 立教池袋中学校

232 3420328 大和田　駿 ( チサンテニスクラブ岡部bye ( ))235 3127058 根岸　海 ( 京王赤城アカデミー )234 3312109 青木　楓馬 ( オールサムズＴＣ )237
3124473 川畑　諒太郎 西高校

236 3416459 木本　涼介 ( むさしの村ローンテニスクラブbye ( ))239 3505113 馬場　拓未 ( サンテニスクラブ )238 3703679 染野　優作 ( 駿台甲府高等学校241 3126192 宮澤　玲二 ( ＪＩＴＣ )240 bye ( )

)
243 3420654 近藤　孝俊 ( 浦和学院高校 )242

3313914 熊谷　隆良 ( 吉田記念テニス研修センター
)245 ( )244 bye (3418526 山口　貴大 与野テニスクラブ )249 ( )248 ( )247 bye ( )246 bye )251 ( )250 bye (bye (3214885 亀井　陸 慶応義塾高校

(

高崎オープンジュニアWINTER１８歳以下男子シングルス

)256 2 3127210 清水　健二朗 ( 有明ジュニアテニスアカデミー255 bye ( )254 )253 ( )252


