
JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 12th

男⼦シングルス 10歳以下
Name 1R 2R 3R 4R 5R SF

1 東京都 豊⽥ 晟⼤ ( 1 ) 桜⽥倶楽部 豊⽥ 晟⼤
2 bye    豊⽥ 晟⼤ F
3 東京都 ⽯崎 葵已 桜⽥テニスカレッジ ⽯崎 葵已 40 42  CHAMPION
4 兵庫県 菊川 雄介 トップアスリート神⼾    W.O. 豊⽥ 晟⼤ 鈴⽊ 春⼈ 鈴⽊ 春⼈
5 神奈川県 ⼤久保 遼 あざみ野ローンテニスチーム ⼤久保 遼 42 40  ⾹川 荘太 42 42
6 bye    ⼤久保 遼
7 bye 藤本 翔優 43 43  
8 京都府 藤本 翔優 ダイヤモンドテニスクラブ学園前    豊⽥ 晟⼤
9 宮崎県 川野 怜樹 シーガイアテニスアカデミー 川野 怜樹 41 41  

10 bye    川野 怜樹
11 bye 坂牧 優亮 34 43 17-15 

12 東京都 坂牧 優亮 京王⾚城アカデミー    深津 陽太
13 神奈川県 深津 陽太 開成グリーンテニスクラブ 深津 陽太 42 43  
14 bye    深津 陽太
15 bye 太⽥ 葵葉 42 41  
16 東京都 太⽥ 葵葉 ( 13〜16 ) 狛江インドアジュニアATPチーム    鈴⽊ 春⼈
17 東京都 川崎 尊琥 ( 9〜12 ) ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ 川崎 尊琥 41 14 10-7 
18 bye    川崎 尊琥
19 bye ⿑藤 ⼤樹 40 40  
20 北海道 ⿑藤 ⼤樹 釧路ひぶなテニスクラブ    宮本 亮
21 東京都 早坂 真⼈ Team310V 早坂 真⼈ 41 43  
22 bye    宮本 亮
23 bye 宮本 亮 42 43  
24 静岡県 宮本 亮 PARQUE SPORTS CLUB    鈴⽊ 春⼈
25 東京都 ⾦⼦ 颯良 Team REC ⾦⼦ 颯良 40 41  
26 bye    ⾦⼦ 颯良
27 bye 川畑 遼真 40 43  
28 千葉県 川畑 遼真 fellows SPORTS    鈴⽊ 春⼈
29 宮城県 鈴⽊ 春⼈ R-PROJECT 鈴⽊ 春⼈ 42 43  
30 bye    鈴⽊ 春⼈
31 bye ⽴花 涼 40 40  A
32 東京都 ⽴花 涼 ( 5〜8 ) ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    鈴⽊ 春⼈
33 東京都 ⻑⾕川 諒輔 ( 3〜4 ) 狛江インドアジュニアATPチーム ⻑⾕川 諒輔 41 41  
34 bye    ⻑⾕川 諒輔
35 bye 彦野 巧磨 40 40  
36 北海道 彦野 巧磨 あけぼのTC    ⻑⾕川 諒輔
37 東京都 迎 希⽣ 有明JTA 迎 希⽣ 40 41  
38 bye    迎 希⽣
39 bye 杉野 佑⾺ 41 42  
40 北海道 杉野 佑⾺ ライジングテニスクラブ    ⻑⾕川 諒輔
41 岐⾩県 橋詰 汐優 ミニッツ岐⾩ 橋詰 汐優 34 43 10-8 
42 bye    橋詰 汐優
43 bye 吉⽥ 悠真 40 41  
44 千葉県 吉⽥ 悠真 初⽯テニスクラブ    岡島 ⼀稀
45 滋賀県 岡島 ⼀稀 湖北ジュニアＴＣ 岡島 ⼀稀 42 42  
46 bye    岡島 ⼀稀
47 bye 児島 湊 40 42  
48 東京都 児島 湊 ( 13〜16 ) ビッグＫ    ⻑⾕川 諒輔
49 群⾺県 倉林 ⼤愛 ( 9〜12 ) ミナミグリーンテニスクラブ 倉林 ⼤愛 43 41  
50 bye    松岡 朔杜
51 bye 松岡 朔杜    W.O.
52 東京都 松岡 朔杜 たちかわJTA    松岡 朔杜
53 東京都 陣 ⼀真 あざみ野ローンテニスクラブ 陣 ⼀真 41 42  
54 bye    陣 ⼀真
55 bye 佐々⽊ 路惟 42 41  
56 北海道 佐々⽊ 路惟 WAVE　TENNIS　SCHOOL    松岡 朔杜
57 広島県 渡邉 栞太 Tension 渡邉 栞太 43 41  
58 bye    渡邉 栞太
59 bye 鈴⽊ 基正 41 40  
60 東京都 鈴⽊ 基正 ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    渡邉 栞太
61 京都府 中本 莉空 JAC 中本 莉空 42 42  
62 bye    中本 莉空
63 bye 新井 輝⼀郎 40 41  
64 東京都 新井 輝⼀郎 ( 5〜8 ) ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    

Seed



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 12th

男⼦シングルス 10歳以下
Name 1R 2R 3R 4R 5R SFSeed

65 三重県 ⽥中 勘太郎 ( 5〜8 ) 三重グリーンTC ⽥中 勘太郎
66 bye    志澤 朔弥
67 bye 志澤 朔弥 41 42  
68 神奈川県 志澤 朔弥 BEAT TENNIS CLUB    ⻲⼭ 航汰
69 東京都 ⽯川 瑠⽣ 櫻⽥テニスカレッジ ⽯川 瑠⽣ 41 40  
70 bye    ⻲⼭ 航汰
71 bye ⻲⼭ 航汰    W.O.
72 神奈川県 ⻲⼭ 航汰 あざみ野ローンテニスチーム    ⻲⼭ 航汰
73 埼⽟県 河村 柚希 与野テニスクラブ 河村 柚希 24 40 15-13 

74 bye    近藤 晃世
75 bye 近藤 晃世 43 42  
76 愛知県 近藤 晃世 ハリーズインドアテニスクラブ    ⽯井 千博
77 神奈川県 鈴⽊ 頌啓 チームZIP 鈴⽊ 頌啓 43 24 15-13 

78 bye    ⽯井 千博
79 bye ⽯井 千博 14 43 10-7 
80 東京都 ⽯井 千博 ( 9〜12 ) サマディ    ⾹川 荘太
81 東京都 奈良 恒輝 ( 13〜16 ) グリーンテニスプラザ 奈良 恒輝    W.O.
82 bye    奈良 恒輝
83 bye ⼩⽵ 尚勝 43 43  
84 新潟県 ⼩⽵ 尚勝 上越グリーンインドアテニススクール    川⼝ 孝⼤
85 東京都 川⼝ 孝⼤ テニスアカデミーSECG 川⼝ 孝⼤ 14 43 10-5 
86 bye    川⼝ 孝⼤
87 bye 渡辺 脩太 40 43  
88 岐⾩県 渡辺 脩太 岐⾩インターナショナルテニスクラブ    ⾹川 荘太
89 東京都 ⾚坂 慶次郎 狛江インドアジュニアATPチーム ⾚坂 慶次郎 43 40  
90 bye    奥岸 蒼太
91 bye 奥岸 蒼太 42 40  
92 北海道 奥岸 蒼太 WAVE    ⾹川 荘太
93 ⾹川県 ⾹川 荘太 PDT ⾹川 荘太 41 40  
94 bye    ⾹川 荘太
95 bye 川村 准椰 41 40  B
96 東京都 川村 准椰 ( 3〜4 ) 多摩ジュニアテニスクラブ    ⾹川 荘太
97 北海道 鈴⽊ 武蔵 ( 5〜8 ) 釧路ひぶなテニスクラブ 鈴⽊ 武蔵 24 42 10-7 
98 bye    松尾 拓時
99 bye 松尾 拓時 41 41  

100 神奈川県 松尾 拓時 HKGTA    松尾 拓時
101 ⼭梨県 加賀美 潤 ACE Tennis Club 加賀美 潤 43 42  
102 bye    加賀美 潤
103 bye ⽥鶴 真⼤ 41 43  
104 栃⽊県 ⽥鶴 真⼤ リバーテニススクール    三好 碧⽣
105 東京都 ⼭本 慶太郎 三菱養和テニススクール ⼭本 慶太郎 42 40  
106 bye    三好 碧⽣
107 bye 三好 碧⽣ 42 40  
108 滋賀県 三好 碧⽣ パブリックテニスイングランド    三好 碧⽣
109 埼⽟県 ⽯川 侑海⽃ ⼾⽥市スポーツセンター ⽯川 侑海⽃ 40 42  
110 bye    ⿅内 遥介
111 bye ⿅内 遥介 04 43 11-9 
112 東京都 ⿅内 遥介 ( 9〜12 ) TENNIS SUNRISE    三好 碧⽣
113 東京都 ⽇野 陽介 ( 13〜16 ) ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ ⽇野 陽介 42 42  
114 bye    鈴⽊ 健太
115 bye 鈴⽊ 健太 41 34 10-7 
116 静岡県 鈴⽊ 健太 グリーンヒルテニスクラブ    鈴⽊ 健太
117 神奈川県 園部 成仁 荏原SSC 園部 成仁 42 41  
118 bye    園部 成仁
119 bye 岩崎 礼 42 43  
120 東京都 岩崎 礼 TEAM GAKU    天野 雄太
121 神奈川県 宮本 翔太 YC&AC Jr Tennis Academy 宮本 翔太 40 14 10-6 
122 bye    宮本 翔太
123 bye 當仲 凛⼰    W.O.
124 東京都 當仲 凛⼰ S.ONE ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ    天野 雄太
125 北海道 ⼩野 樹季 Line' s Collect. TT 丸⼭ 楓湊 41 42  
126 東京都 丸⼭ 楓湊 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 41 41  天野 雄太
127 bye 天野 雄太 41 42  
128 東京都 天野 雄太 ( 2 ) ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 12th

⼥⼦シングルス 10歳以下
Name 1R 2R 3R SF F

1 東京都 伊藤 凜 ( 1 ) 狛江インドアジュニアATPチーム 伊藤 凜

2 bye
   

伊藤 凜

3 東京都 古⾕ はんな ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ 古⾕ はんな
41 40  

4 神奈川県 都丸 凛 あざみ野ローンテニスチーム
43 40  

伊藤 凜

5 東京都 嶋⽥ みか 狛江インドアジュニアATPチーム 駒⽥ 唯⾐
40 41  

6 愛知県 駒⽥ 唯⾐ GITC
41 43  

駒⽥ 唯⾐

7 bye ⾦澤 ⻘依
41 24 10-7 

8 北海道 ⾦澤 ⻘依 ( 5〜8 ) ライジング
   

伊藤 凜

9 東京都 鈴⽊ 裟羅 ( 3〜4 ) 昭和の森テニススクール 鈴⽊ 裟羅
41 42  

10 bye
   

森下 結有

11 三重県 森下 結有 鈴⿅ジュニアテニスチーム 森下 結有
40 42  

12 東京都 ⽮野 マリア ⼤正セントラルテニスクラブ　⽬⽩
41 40  

⽯井 ⼼菜

13 東京都 ⽯井 ⼼菜 グリーンテニスプラザ ⽯井 ⼼菜
41 41  

14 愛知県 榊 梨沙 ツクル〜Team Kei〜
41 42  

⽯井 ⼼菜

15 bye 本間 苺花
40 42  

16 神奈川県 本間 苺花 ( 5〜8 ) Team YUKA
   

17 東京都 阿部 樹美佳 ( 5〜8 ) ⼤正セントラルテニスクラブ⽬⽩ 阿部 樹美佳

18 bye
   

池⾕ 茉利⼦

19 ⻑野県 春⽇ 彩杏 荒神⼭テニススクール 池⾕ 茉利⼦
41 40  

20 東京都 池⾕ 茉利⼦ 若林テニスクラブ
40 41  

宇津⼭ 依⾥

21 東京都 稲本 このか ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 川⼜ 彩乃
42 40  

22 神奈川県 川⼜ 彩乃 荏原SSC
41 43  

宇津⼭ 依⾥

23 bye 宇津⼭ 依⾥
41 41  

24 東京都 宇津⼭ 依⾥ ( 3〜4 ) ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ

   
宇津⼭ 依⾥

25 東京都 中島 杏⼦ ( 5〜8 ) 桜台庭球塾 中島 杏⼦
41 41  

26 bye
   

中島 杏⼦

27 埼⽟県 島村 桜良 グリーンテニスプラザ 島村 桜良
43 43  

28 東京都 渡邉 りさ ユニバーサルテニススクール南⼤沢
40 41  

中島 杏⼦

29 神奈川県 吉⽥ 紗良 YSC 吉⽥ 紗良
43 43  

30 千葉県 浜⽥ まりん D-tennis
34 42 10-4 

吉⽥ 紗良

31 bye ⼭⽥ 眞帆
43 14 10-2 

32 東京都 ⼭⽥ 眞帆 ( 2 ) Tennis Team GAKU
   

Seed

CHAMPION

伊藤 凜
41 42  



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 12th

男⼦シングルス 12歳以下
Name 1R 2R 3R 4R 5R SF

1 東京都 神⼭ 宏正 ( 1 ) TEAM YONEZAWA 神⼭ 宏正
2 bye    村⼭ 奏翔 F
3 神奈川県 村⼭ 奏翔 BEAT TENNIS CLUB 村⼭ 奏翔    W.O. CHAMPION
4 東京都 ⼩嶋 柊哉 フミヤエース市川テニスアカデミー 40 41  宇津⼭ ⽴樹 ⾼橋 光 ⾼橋 光
5 神奈川県 ⽶良 悠誠 葉⼭テニスクラブ 宇津⼭ ⽴樹 41 41  溝⼝ 昌幸 40 42
6 東京都 宇津⼭ ⽴樹 ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 42 40  宇津⼭ ⽴樹
7 北海道 ⽯井 良諭 釧路ひぶなテニスクラブ 七⽥ 猛 40 41  
8 神奈川県 七⽥ 猛 荏原SSC 41 34 10-6 宇津⼭ ⽴樹
9 栃⽊県 中⼭ 航 リバーテニススクール 中⼭ 航 14 40 10-4 

10 bye    ⽥中 淳平
11 三重県 ⽥中 淳平 三重グリーンTC ⽥中 淳平    W.O.
12 東京都 横⼭ 友恒 東京グリーンヒルズテニスクラブ 40 40  ⽥中 淳平
13 東京都 川⼝ 孝幸 テニスアカデミーSECG 41 43  
14 奈良県 ⼤塚 弦 ダイヤモンドテニスクラブ学園前 Not Played 佐藤 克
15 bye 佐藤 克    W.O.
16 北海道 佐藤 克 ( 13〜16 ) 道南ジュニアテニスチーム    寺尾 壮史
17 千葉県 ⽯橋 煌志 ( 9〜12 ) 吉⽥記念テニス研修センター ⽯橋 煌志 42 43  
18 bye    ブラウナー 地球
19 東京都 ブラウナー 地球 桜⽥テニスカレッジ ブラウナー 地球    W.O.
20 神奈川県 ⽯井 佑樹 ⼩⽥原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 43 41  寺尾 壮史
21 東京都 寺尾 壮史 京王⾚城アカデミー 寺尾 壮史 40 40  
22 埼⽟県 宮川 昇⼤ 浦和パークテニスクラブ 40 42  寺尾 壮史
23 神奈川県 河輪 航平 厚⽊国際テニスクラブ 河輪 航平 41 41  
24 北海道 松尾 駿介 WAVEテニススクール 40 34 11-9 寺尾 壮史
25 東京都 ⼩川 伯 Vfootwork ⼩川 伯    W.O.
26 北海道 橋⽴ ⼤輝 SEEKERsTT 41 41  ⼩川 伯
27 東京都 佐野 慧 MTSテニスアリーナ三鷹 佐野 慧 43 43  
28 埼⽟県 種村 知也 H.Y.S 40 41  岡 皇輝
29 千葉県 戒⽥ 隆隼 fellows sports ⾼村 颯 41 43  
30 神奈川県 ⾼村 颯 Team YUKA 40 42  岡 皇輝
31 bye 岡 皇輝 41 41  A
32 ⼭梨県 岡 皇輝 ( 5〜8 ) ACE　Tennis　Club    ⾼橋 光
33 神奈川県 ⾼橋 光 ( 3〜4 ) 神奈中テニススクール ⾼橋 光 41 41  
34 bye    ⾼橋 光
35 東京都 ⽵盛 駿 ⽬⿊テニスクラブ 横瀬 由弥 41 40  
36 神奈川県 横瀬 由弥 BEAT TENNIS CLUB 42 41  ⾼橋 光
37 北海道 三上 諒 宮の森SC 三上 諒 40 40  
38 東京都 ⼊倉 嶺 町⽥ローンテニスクラブ 40 42  佐藤 琉星
39 栃⽊県 ⼩野 諒 サトウGTC 佐藤 琉星 04 42 10-7 
40 東京都 佐藤 琉星 南町⽥インターナショナルテニスカレッジ 42 40  ⾼橋 光
41 愛知県 尾関 太陽 ロングウッド ⼩林 ⽩ 42 42  
42 東京都 ⼩林 ⽩ 横浜インターナショナルテニスコミュニティ 42 14 10-1 沼⽥ 悠太郎
43 三重県 近藤 真弘 オリンピアSC 沼⽥ 悠太郎 40 43  
44 東京都 沼⽥ 悠太郎 ビッグKひまわり 41 40  沼⽥ 悠太郎
45 千葉県 落合 喜洋 千葉県テニス協会 末岡 太⼀ 41 42  
46 東京都 末岡 太⼀ 昭和の森テニススクール 40 43  ⾼井 優有
47 bye ⾼井 優有 42 41  
48 東京都 ⾼井 優有 ( 13〜16 ) 狛江インドアジュニアATPチーム    ⾼橋 光
49 東京都 川井 ⼩太郎 ( 9〜12 ) 東京都テニス協会 川井 ⼩太郎 41 42  
50 bye    川井 ⼩太郎
51 愛知県 鈴⽊ 志翔 春⽇井プリンステニスクラブ 松本 欧介 43 34 10-6 
52 神奈川県 松本 欧介 ⻘葉台ローンテニスクラブ 24 43 10-8 伊藤 洋⼀郎
53 ⼭梨県 伊藤 洋⼀郎 エストテニスクラブ 伊藤 洋⼀郎 41 43  
54 神奈川県 鎌⽥ 圭吾 あざみ野LTT 40 40  伊藤 洋⼀郎
55 神奈川県 神代 拓利 葉⼭テニスクラブ 神代 拓利 42 14 10-6 
56 宮城県 福井 ⼤夢 R-PROJECT 41 41  義基 耀
57 東京都 岡⽥ 陽琉 JITC 岡⽥ 陽琉 40 42  
58 北海道 ⾼橋 尚万 FR帯広 41 42  吉⽥ 悠貴
59 神奈川県 吉⽥ 悠貴 Team YUKA 吉⽥ 悠貴 41 42  
60 東京都 吉村 慎之亮 ⽬⿊テニスクラブ 42 43  義基 耀
61 千葉県 篠浦 憲哉 吉⽥記念テニス研修センター 義基 耀 42 40  
62 三重県 義基 耀 三重グリーンTC    W.O. 義基 耀
63 bye 中⼭ 雄暉 42 41  
64 東京都 中⼭ 雄暉 ( 5〜8 ) 緑ヶ丘テニスガーデン    

Seed
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男⼦シングルス 12歳以下
Name 1R 2R 3R 4R 5R SFSeed

65 埼⽟県 畑 泰成 ( 5〜8 ) グリーンテニスプラザ 畑 泰成
66 bye    畑 泰成
67 北海道 伊藤 優太 WAVE 伊藤 優太 40 40  
68 東京都 江頭 俊 ⾃由ガ丘インターナショナルカレッジ 42 34 10-5 岡⽥ 宗
69 北海道 佐藤 凌 釧路ひぶなテニスクラブ 笠利 理⼈ 24 41 10-7 
70 神奈川県 笠利 理⼈ 神奈中テニススクール 34 42 10-3 岡⽥ 宗
71 神奈川県 岡⽥ 宗 荏原SSC 岡⽥ 宗 40 41  
72 ⼭梨県 加賀美 遼 ACE Tennis Club 42 41  岡⽥ 宗
73 神奈川県 寺嶋 太陽 レニックステニススクール 寺嶋 太陽 41 42  
74 東京都 ⼩俣 雄也 ユニバーサルテニススクール南⼤沢 43 42  寺嶋 太陽
75 埼⽟県 柴崎 友輝 三芳ジュニアテニスアカデミー 久保 哉⼈ 43 40  
76 東京都 久保 哉⼈ 東宝調布テニスクラブ    W.O. 寺嶋 太陽
77 東京都 松原 璃來 デ・ポーム調布テニススクール 松原 璃來 34 42 10-8 
78 神奈川県 河崎 颯汰 チームZIP 41 40  ⽔⾕ ⼤軌
79 bye ⽔⾕ ⼤軌 40 41  
80 東京都 ⽔⾕ ⼤軌 ( 9〜12 ) TENNIS SUNRISE    岡⽥ 宗
81 神奈川県 コーディエ アルセーヌ敬⼤ ( 13〜16 ) Team YUKA コーディエ アルセーヌ敬⼤ 40 42  
82 bye    ⼭⽥ 稜真
83 東京都 櫻井 成 桜⽥倶楽部 ⼭⽥ 稜真 41 40  
84 岐⾩県 ⼭⽥ 稜真 関スポーツ塾T    W.O. 加⽻澤 ⿓之介
85 埼⽟県 ユリツァ 志⾨ コートピア⼤泉テニスクラブ 安⽣ ⻯輝 40 42 10-6 
86 栃⽊県 安⽣ ⻯輝 宇都宮サンテニス    W.O. 加⽻澤 ⿓之介
87 bye 加⽻澤 ⿓之介 42 43  
88 埼⽟県 加⽻澤 ⿓之介 上尾テニスクラブ    太⽥ 瑛主
89 神奈川県 梅⽥ 琉聖 YSC 梅⽥ 琉聖 41 24 11-9 
90 神奈川県 ⽯橋 統真 Val 40 40  梅⽥ 琉聖
91 千葉県 今井 叶達 IHSMテニスアリーナ松⼾ ⼤下 遥希 41 41  
92 広島県 ⼤下 遥希 Scratch 40 24 10-4 太⽥ 瑛主
93 東京都 藤原 友紀 Team REC 藤原 友紀 42 41  
94 埼⽟県 ⼭本 翔太郎 Ｆテニス 04 42 10-8 太⽥ 瑛主
95 bye 太⽥ 瑛主 41 41  B
96 愛知県 太⽥ 瑛主 ( 3〜4 ) STSS    溝⼝ 昌幸
97 東京都 横野 悠輝 ( 5〜8 ) S.ONEグリーンテニスクラブ 横野 悠輝 41 34 10-6 
98 bye    横野 悠輝
99 東京都 豊福 ⼀⽣ ⽬⿊テニスクラブ 若⽣ 裕希 42 04 22-20 

100 神奈川県 若⽣ 裕希 BEAT　TENNIS　CLUB 41 40  横野 悠輝
101 北海道 上野 凌誠 宮の森スポーツクラブ 中村 颯太 41 42  
102 神奈川県 中村 颯太 町⽥ローンテニスクラブ 14 40 10-8 ⼤⾥ 孝地
103 佐賀県 池⽥ 武嶺 佐賀GTC ⼤⾥ 孝地 40 41  
104 埼⽟県 ⼤⾥ 孝地 グリーンテニスプラザ 41 40  横野 悠輝
105 三重県 秋本 将輝 オリンピアSC 秋本 将輝 43 14 10-7 
106 東京都 関⼝ 温⼈ S.ONEグリーンテニスクラブ 40 40  秋本 将輝
107 愛知県 村瀬 公⼀ 若鳩インドアテニスクラブ 植村 彰⼈ 40 40  
108 埼⽟県 植村 彰⼈ リトルプリンステニスクラブ 41 42  秋本 将輝
109 広島県 住⽥ 涼成 みなみ坂テニススクール 住⽥ 涼成 41 40  
110 神奈川県 中尾 ⼤翔 ファーイーストJ r.TA 40 40  佐藤 傑
111 bye 佐藤 傑 42 24 10-7 
112 北海道 佐藤 傑 ( 9〜12 ) 道南ジュニアテニスチーム    溝⼝ 昌幸
113 東京都 加藤 侑 ( 13〜16 ) インドアテニススクールNAS光が丘 加藤 侑 40 41  
114 bye    藤本 燦萄
115 埼⽟県 佐々⽊ 海椰 ⼾⽥市スポーツセンター 藤本 燦萄 40 42  
116 愛知県 藤本 燦萄 ツクル〜Team Kei〜 40 40  溝⼝ 昌幸
117 東京都 溝⼝ 昌幸 たちかわJTA 溝⼝ 昌幸 34 43 11-9 
118 愛知県 清⽔ 歩続 佐々JTS 40 40  溝⼝ 昌幸
119 bye ⻘⽊ 智志 41 40  
120 岐⾩県 ⻘⽊ 智志 クラブSG    溝⼝ 昌幸
121 神奈川県 皆本 ⼒丸 ⼤磯テニスアカデミー 皆本 ⼒丸    W.O.
122 埼⽟県 岡本 翼 アクロステニスアカデミー 43 41  中本 ⼤翔
123 岐⾩県 中本 ⼤翔 WiM岐⾩ 中本 ⼤翔 41 40  
124 東京都 吉⽥ 櫂 TAI Tennis School 40 40  
125 千葉県 榎本 光 KION南市川 今井 ⼒輝 Not Played
126 岐⾩県 今井 ⼒輝 HIDE TA 40 40  今井 ⼒輝
127 bye ⼩林 ⼤空 41 41  
128 神奈川県 ⼩林 ⼤空 ( 2 ) Team YUKA    
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⼥⼦シングルス 12歳以下
Name 1R 2R 3R 4R 5R SF

1 東京都 ディリマー 雅 ( 1 ) たちかわジュニアテニスアカデミー ディリマー 雅
2 bye    ディリマー 雅 F
3 神奈川県 江上 優茉 テニスアカデミーSECG 江上 優茉 41 41  CHAMPION
4 東京都 嶋⽥ まや 狛江インドアジュニアATPチーム 41 14 10-7 ディリマー 雅 中久⽊ 陽奈 梅國 莉⾳⼦
5 東京都 佐々⽊ ⼼詩 毎⽇庭球⽇ 佐々⽊ ⼼詩 41 41  梅國 莉⾳⼦ 43 43
6 bye    丸岡 幸代
7 bye 丸岡 幸代 41 40  
8 北海道 丸岡 幸代 SFC    中久⽊ 陽奈
9 神奈川県 眞喜志 悠乃 ⼩⽥急はたのテニスガーデン 眞喜志 悠乃 41 40  

10 bye    眞喜志 悠乃
11 bye 倉林 華夢 34 41 10-3 
12 群⾺県 倉林 華夢 ミナミグリーンテニスクラブ    中久⽊ 陽奈
13 三重県 中久⽊ 陽奈 ニックインドアテニスカレッジ 中久⽊ 陽奈 42 40  
14 bye    中久⽊ 陽奈
15 bye ⽥村 いろは 40 42  
16 東京都 ⽥村 いろは ( 13〜16 ) ビッグK    中久⽊ 陽奈
17 愛知県 松川 翠結 ( 9〜12 ) ⻯美丘テニスクラブ 松川 翠結 40 40  
18 bye    坪井 花⾳
19 bye 坪井 花⾳    W.O.
20 東京都 坪井 花⾳ 町⽥ローンテニスクラブ    佐々⽊ ⿇⾐
21 東京都 Laxer ありあ ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ(JITC) Laxer ありあ 42 41  
22 bye    佐々⽊ ⿇⾐
23 bye 佐々⽊ ⿇⾐ 40 41  
24 愛知県 佐々⽊ ⿇⾐ 春⽇井プリンステニスクラブ    佐々⽊ ⿇⾐
25 愛知県 前⽥ 桃⼦ 茨⽊テニスクラブ 前⽥ 桃⼦ 40 24 11-9 
26 bye    原 百花
27 bye 原 百花 43 14 10-5 
28 東京都 原 百花 トータルテニスアカデミー    原 百花
29 東京都 松⽥ 幸尚 Ampersand Tennis Academy 松⽥ 幸尚    W.O.
30 bye    チュウ ジュリア
31 bye チュウ ジュリア 40 40  A
32 茨城県 チュウ ジュリア ( 5〜8 ) チームあどあど    中久⽊ 陽奈
33 東京都 ⼭倉 実桜 ( 3〜4 ) CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS ⼭倉 実桜 40 43  
34 bye    上村 睦実
35 愛知県 上村 睦実 team-N.1 上村 睦実    W.O.
36 東京都 神村 京花 昭和の森ジュニアテニススクール 34 40 10-4 上村 睦実
37 神奈川県 内⽥ 千帆 Team YUKA 内⽥ 千帆 41 41  
38 bye    内⽥ 千帆
39 bye 村上 萠愛 43 40  
40 東京都 村上 萠愛 K-TENNIS TRAINING    藤堂 藍
41 神奈川県 野⼝ 紗枝 レニックステニススクール 野⼝ 紗枝 41 43  
42 bye    和⽥ ⾐千華
43 bye 和⽥ ⾐千華    W.O.
44 東京都 和⽥ ⾐千華 三菱養和テニススクール    藤堂 藍
45 京都府 森下 ⽉琴 パブリックテニス宝ヶ池 森下 ⽉琴 41 40  
46 bye    藤堂 藍
47 bye 藤堂 藍 40 41  
48 東京都 藤堂 藍 ( 13〜16 ) テニスアカデミーSECG    ⽶川 しゅう
49 神奈川県 柴沼 奈央 ( 9〜12 ) ラリーデュプレイシテニスアカデミー 柴沼 奈央 43 41
50 bye    瀧⼝ 美優
51 bye 瀧⼝ 美優 14 40 10-5 
52 東京都 瀧⼝ 美優 フィールテニススクール⼤森    瀧⼝ 美優
53 東京都 古川 遥奈 東宝調布テニスクラブ 古川 遥奈 41 42  
54 bye    ⼤橋 ひまり
55 bye ⼤橋 ひまり 42 41  
56 福岡県 ⼤橋 ひまり 九州国際テニスクラブ    ⽶川 しゅう
57 栃⽊県 ⽶川 しゅう 宇都宮サンテニスクラブ ⽶川 しゅう 42 40  
58 bye    ⽶川 しゅう
59 bye 奥本 紗菜 40 41  
60 東京都 奥本 紗菜 VIP Tennis Academy    ⽶川 しゅう
61 愛知県 ⽊村 百華 h2エリートテニスアカデミー 桑⽥ もか 42 41  
62 東京都 桑⽥ もか 狛江インドアジュニアATPチーム 41 42  桑⽥ もか
63 bye ⽮⼝ 絢菜    W.O.
64 東京都 ⽮⼝ 絢菜 ( 5〜8 ) たちかわJTA    

Seed
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⼥⼦シングルス 12歳以下
Name 1R 2R 3R 4R 5R SFSeed

65 東京都 住友 希 ( 5〜8 ) 昭和の森ジュニアテニススクール 住友 希
66 bye    住友 希
67 bye ⼩笠原 百⾹ 41 41  
68 神奈川県 ⼩笠原 百⾹ ファーイーストJrTA    住友 希
69 東京都 近藤 海⾥ トータルテニスアカデミー 近藤 海⾥ 41 41  
70 bye    近藤 海⾥
71 bye ⽥中 結惟 40 42  
72 神奈川県 ⽥中 結惟 Team YUKA    梅國 莉⾳⼦
73 千葉県 有⾺ 璃⾳ K-TENNIS TRAINING 有⾺ 璃⾳ 41 40  
74 bye    有⾺ 璃⾳
75 bye ⼩峰 千明 43 40  
76 東京都 ⼩峰 千明 レイムテニスセンター    梅國 莉⾳⼦
77 埼⽟県 梅國 莉⾳⼦ 与野テニスクラブ 梅國 莉⾳⼦ 40 40  
78 bye    梅國 莉⾳⼦
79 bye 深井 カエラ 40 41  
80 東京都 深井 カエラ ( 9〜12 ) テニスアカデミーSECG    梅國 莉⾳⼦
81 東京都 ⽵本 真埜 ( 13〜16 ) ⽬⿊テニスクラブ ⽵本 真埜 42 42  
82 bye    
83 bye 森下 結葵 Not Played
84 三重県 森下 結葵 三重グリーンTC    上平 佳⾥奈
85 東京都 四⽅ 伶 ⽬⿊テニスクラブ 四⽅ 伶    W.O.
86 bye    上平 佳⾥奈
87 bye 上平 佳⾥奈 41 43  
88 静岡県 上平 佳⾥奈 ニューウインブルドンテニスクラブ    室井 仁茄
89 東京都 平⼭ ⾹純 東京都テニス協会 平⼭ ⾹純 40 40  
90 bye    平⼭ ⾹純
91 bye 井出 璃々菜 24 42 10-7 
92 神奈川県 井出 璃々菜 神奈中テニススクール    室井 仁茄
93 埼⽟県 芳川 紗樹 浦和パークテニスクラブ 室井 仁茄 41 42  
94 東京都 室井 仁茄 Team REC 40 41  室井 仁茄
95 bye 渡辺 光来 41 42  B
96 埼⽟県 渡辺 光来 ( 3〜4 ) ブリヂストンテニスハウス新所沢    梅國 莉⾳⼦
97 埼⽟県 市岡 梓奈 ( 5〜8 ) グリーンテニスプラザ 市岡 梓奈 43 43  
98 bye    市岡 梓奈
99 bye 川畑 美⽉ 40 40  

100 千葉県 川畑 美⽉ fellows SPORTS    市岡 梓奈
101 東京都 中島 果 毎⽇庭球⽇ 中島 果 41 40  
102 bye    中島 果
103 bye 中村 優⾐ 40 40  
104 神奈川県 中村 優⾐ 橘テニスアカデミー    市岡 梓奈
105 神奈川県 宮本 遙 ⼤島フラワーテニスガーデン 宮本 遙 41 41  
106 bye    宮本 遙
107 bye 堀井 姫瑠 42 41  
108 北海道 堀井 姫瑠 SFC    渡部 莉乃⾹
109 東京都 渡部 莉乃⾹ CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 渡部 莉乃⾹ 42 41  
110 bye    渡部 莉乃⾹
111 bye 遠藤 寛果 43 41  
112 神奈川県 遠藤 寛果 ( 9〜12 ) エンドウテニススクール    市岡 梓奈
113 東京都 ⽇野 桜 ( 13〜16 ) ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ ⽇野 桜 24 42 10-2 
114 bye    ⽇野 桜
115 bye ⼋⽊ 陽菜 41 41  
116 北海道 ⼋⽊ 陽菜 ライジング    ⽇野 桜
117 北海道 松橋 伶⾳ 宮の森旭川 松橋 伶⾳ 41 43  
118 bye    塩津 愛
119 bye 塩津 愛 41 40  
120 神奈川県 塩津 愛 ysc    ⽇野 桜
121 愛知県 服部 友維 名古屋LTC 服部 友維 41 40  
122 bye    服部 友維
123 bye ⾕本 実優 40 40  
124 東京都 ⾕本 実優 ⼤正セントラル新宿    服部 友維
125 滋賀県 坂元 七海 パブリックテニスイングランド 坂元 七海 42 41  
126 埼⽟県 渡辺 優花 HYS 40 40  坂元 七海
127 bye 影⼭ 海結    W.O.
128 神奈川県 影⼭ 海結 ( 2 ) 狛江インドアジュニアATPチーム    
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男⼦シングルス 14歳以下
Name 1R 2R 3R 4R 5R SF

1 北海道 宿⽥ 凛太郎 ( 1 ) Line' s Collect. TT 宿⽥ 凛太郎
2 bye    松⽥ ⼀優 F
3 神奈川県 松⽥ ⼀優 荏原ssc 松⽥ ⼀優 40 41  CHAMPION
4 千葉県 ⼭中 純 殿⼭テニスガーデン 40 41  松⽥ ⼀優 松⽥ ⼀優 坂本 健英
5 神奈川県 布川 翔 湘南ローンテニスクラブ 布川 翔 40 40  坂本 健英 42 42
6 埼⽟県 ⼩沢 英 レイムテニスセンター 42 40  池本 叶⽻
7 神奈川県 ⾼須 悠太郎 Kテニススクール 池本 叶⽻ 43 14 10-8 
8 埼⽟県 池本 叶⽻ ブリヂストンテニスハウス新所沢 40 40  松⽥ ⼀優
9 愛知県 原⽥ 夏輝 ⻄尾LTC 堀江 泰⽣ 41 41  

10 神奈川県 堀江 泰⽣ リーファインターナショナルテニスアカデミー 40 41  堀江 泰⽣
11 埼⽟県 太⽥ 獅勇 浦和パークテニスクラブ 坂⼝ 颯之介 40 41  
12 千葉県 坂⼝ 颯之介 有明ジュニアテニスアカデミー    W.O. 堀江 泰⽣
13 愛知県 河⽥ 健太 TEAM  KOMADA 河⽥ 健太 14 41 10-7 
14 東京都 池⾕ 拓真 若林テニスクラブ 40 41  河⽥ 健太
15 北海道 宇佐 煌⽣ スウィング89 宇佐 煌⽣ 43 40  
16 神奈川県 鈴⽊ 凛太郎 ( 13〜16 ) Ampersand Tennis Academy 42 42  松⽥ ⼀優
17 ⼭梨県 渡辺 俊介 ( 9〜12 ) ISHII  TENNIS  ACADEMY 渡辺 俊介 42 40  
18 東京都 ⽩井 杜和 緑ヶ丘テニスガーデン 40 40  渡辺 俊介
19 東京都 岩澤 瑛欧 南町⽥ITC ⻄川 誇珀 34 40 10-3 
20 静岡県 ⻄川 誇珀 藤枝NEW⻘葉 40 40  渡辺 俊介
21 徳島県 平畠 雄⼤ テニスアリーナガーデン 渡邉 琉晟 43 40  
22 東京都 渡邉 琉晟 成城ジュニアテニスアカデミー 24 40 10-6 ⾓⽥ ⻁太朗
23 愛知県 後藤 章⼀郎 チェリーＴＣ ⾓⽥ ⻁太朗 24 42 10-5 
24 東京都 ⾓⽥ ⻁太朗 コートピア⼤泉テニスクラブ 42 43  渡辺 俊介
25 福岡県 ⼭⼝ 永徒 クリーンビレッジTC ⽔野 創太 14 43 10-6 
26 愛知県 ⽔野 創太 覚王⼭TC 40 40  ⽔野 創太
27 茨城県 中村 颯⼈ エーステニスアカデミー 中村 颯⼈ 14 41 10-6 
28 北海道 遠⼭ 幹太 旭川宮の森スポーツクラブ 40 41  ⽔野 創太
29 新潟県 島⾕ 海郁⽃ YeLL ⼩⼭ マキシ    W.O.
30 神奈川県 ⼩⼭ マキシ 東急あざみ野テニスガーデン 41 41  ⼩⼭ マキシ
31 東京都 安杖 ⿓世 J.STAP 安杖 ⿓世 43 41  A
32 京都府 村上 尚 ( 5〜8 ) 湯⼭TS 04 43 10-5 松⽥ ⼀優
33 東京都 ⽊村 ⼀翔 ( 3〜4 ) たちかわジュニアテニスアカデミー ⽊村 ⼀翔 41 42  
34 bye    ⽮野 ⿓雅
35 ⼭梨県 内藤 嵩登 Ishii　Tennis Academy ⽮野 ⿓雅 34 42 12-10 

36 神奈川県 ⽮野 ⿓雅 荏原SSC 41 42  ⽮野 ⿓雅
37 神奈川県 北野 ⼼晴 湘南ローンテニスクラブ 北野 ⼼晴 41 40  
38 北海道 ⼤薮 拓⽣ Line' s Collect. TT 41 41  北野 ⼼晴
39 千葉県 前⽥ 透空 吉⽥記念テニス研修センター ⼩⾕ 優太 41 40  
40 東京都 ⼩⾕ 優太 ⽬⿊テニスクラブ    W.O. ⽮野 ⿓雅
41 東京都 藤本 ⼤地 フミヤエース市川テニスアカデミー 柳沢 昊 41 42  
42 埼⽟県 柳沢 昊 さくら野⽕⽌テニスアカデミー    W.O. 柳沢 昊
43 埼⽟県 上⼭ 峻平 グリーンテニスプラザ 秋⼭ ⽃吾 40 43  
44 静岡県 秋⼭ ⽃吾 アクトスポーツクラブ    W.O. 柳沢 昊
45 福岡県 久我 浩貴 TEAM－I 久我 浩貴 41 41  
46 神奈川県 堂垣 ⼤志 SHOW.T.P 04 41 10-8 久我 浩貴
47 千葉県 宋 智毅 レッツインドア新浦安 宋 智毅 04 43 13-11 

48 神奈川県 住野 孝樹 ( 13〜16 ) Kテニススクール 14 40 10-8 ⽮野 ⿓雅
49 東京都 坂牧 亮太朗 ( 9〜12 ) 京王⾚城アカデミー 坂牧 亮太朗 43 42  
50 福岡県 古賀 成 柳川⾼校JTC 34 41 10-3 伊本 和樹
51 神奈川県 永⽥ 知洋 南町⽥インターナショナルテニスカレッジ 伊本 和樹 41 43  
52 茨城県 伊本 和樹 マス・ガイアテニスクラブ 24 41 10-3 ⽔⾕ 旭陽
53 滋賀県 中沢 航 パブリックテニスイングランド 中沢 航 41 40  
54 愛知県 ⻑野 晃⼤ チェリーテニスクラブ 14 40 10-3 ⽔⾕ 旭陽
55 神奈川県 細野 那⾳ 相模原インドアテニススクール ⽔⾕ 旭陽 41 41  
56 三重県 ⽔⾕ 旭陽 桑名庭球倶楽部 42 42  ⽔⾕ 旭陽
57 神奈川県 萩原 陽仁 神奈中テニススクール 宮本 悠燈 42 42  
58 北海道 宮本 悠燈 帯広ウイング 34 41 13-11 宮本 悠燈
59 神奈川県 栗栖 和之 ウエスト横浜 ⻑部 啓 41 43  
60 北海道 ⻑部 啓 アクティブTA 40 40  ⾬宮 啓暉
61 ⼭梨県 ⾬宮 啓暉 ISHII TENNIS ACADEMY ⾬宮 啓暉 41 42  
62 宮城県 三浦 怜央 More-tennis    W.O. ⾬宮 啓暉
63 神奈川県 藤川 昂 GODAIテニスカレッジ 福原 聡⾺ 40 24 10-8 
64 佐賀県 福原 聡⾺ ( 5〜8 ) 太閤ＴＣ 43 41  

Seed



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 12th

男⼦シングルス 14歳以下
Name 1R 2R 3R 4R 5R SFSeed

65 神奈川県 ⽯井 凌⾺ ( 5〜8 ) TeamYUKA ⽯井 凌⾺
66 ⼭梨県 ⾼橋 知利 ISHII TENNIS ACADEMY 42 40  ⽯井 凌⾺
67 神奈川県 今泉 蓮 荏原SSC 今泉 蓮 43 40  
68 愛知県 ⼤⻄ 陽也 STSS 24 42 10-5 ⽯井 凌⾺
69 神奈川県 永井 優輝 湘南ローンテニスクラブ 永井 優輝 42 42  
70 北海道 森 唯吏磨 Line' s Collect. TT 40 42  松岡 輝
71 神奈川県 松岡 輝 Ampersand Tennis Academy 松岡 輝 24 41 10-8
72 東京都 宮崎 晋⼤朗 レテテニススクール 40 40  ⽯井 凌⾺
73 千葉県 河野 史⾨ 吉⽥記念テニス研修センター 河野 史⾨ 43 40  
74 秋⽥県 野坂 条 ファンキーテニスアカデミー    W.O. 河野 史⾨
75 京都府 藤本 結優 ダイヤモンドテニスクラブ学園前 松永 順平 43 34 10-5 
76 埼⽟県 松永 順平 さくら野⽕⽌テニスアカデミー    W.O. 河野 史⾨
77 埼⽟県 上⼭ 湊平 グリーンテニスプラザ ⻑⽥ 和⾳ 34 40 10-6 
78 静岡県 ⻑⽥ 和⾳ アクトスポーツクラブ    W.O. 三⽊ 聖登
79 神奈川県 ⾼橋 秀介 SHOW.T.P 三⽊ 聖登 40 42  
80 奈良県 三⽊ 聖登 ( 9〜12 ) ダイヤモンドテニスクラブ学園前 41 41  ⽯井 凌⾺
81 東京都 笠井 達哉 ( 13〜16 ) レテテニススクール 平⼭ 翔貴    W.O.
82 福岡県 平⼭ 翔貴 ＴＥＡＭ－Ｉ 41 43  平⼭ 翔貴
83 東京都 ⾕ 光流 武蔵野ドームテニススクール    W.O.
84 東京都 中對 駿 フェアリーテニスフォーラム    平⼭ 翔貴
85 北海道 川⾕ 俊輔 ミントTS 松岡 玲央 40 42  
86 神奈川県 松岡 玲央 ⽇本⼤学第三中学校 42 42  松岡 玲央
87 東京都 川⽥ 翔⼤ チームZIP 川⽥ 翔⼤ 41 40  
88 三重県 ⾼橋 匠 三幸T.T 41 34 10-6 平⼭ 翔貴
89 岐⾩県 清野 皓貴 関スポーツ塾.T 清野 皓貴 43 43  
90 神奈川県 ⽇⽐野 資史 ⼤磯テニスアカデミー 43 42  清野 皓貴
91 北海道 阿部 圭 ウイング 阿部 圭 41 41  
92 島根県 中井 智⾵ YYkids松江 43 42  清野 皓貴
93 神奈川県 光永 悠太 S.ONE グリーンテニスクラブ 光永 悠太 41 14 10-4 
94 宮崎県 湯⾕ 綸久 KTC    W.O. 鈴⽊ ⼤和
95 神奈川県 瀬⼾ 佑弥 TOM Tennis Planning 鈴⽊ ⼤和 41 40  B
96 北海道 鈴⽊ ⼤和 ( 3〜4 ) 釧路ひぶなテニスクラブ 42 42  坂本 健英
97 神奈川県 村崎 太樹 ( 5〜8 ) Val 村崎 太樹 42 42  
98 ⼭梨県 杉嵜 春光 ISHII TENNIS ACADEMY 41 14 10-5 藤岡 呂嵩
99 愛知県 藤岡 呂嵩 ⻄尾LTC 藤岡 呂嵩 41 40  

100 神奈川県 ⼤澤 拓真 東急あざみ野テニスガーデン 41 40  藤岡 呂嵩
101 北海道 増⽥ 潤之介 KGセントラル 増⽥ 潤之介 43 41  
102 神奈川県 渡邉 慧 Ampersand Tennis Academy 41 41  増⽥ 潤之介
103 埼⽟県 ⾼橋 優輝 レイムテニスセンター ⾼橋 優輝 14 40 11-9 
104 京都府 根⾨ 寿如 湯⼭泰次TS 43 40  坂本 健英
105 神奈川県 坂本 健英 荏原ＳＳＣ 坂本 健英 40 40  
106 北海道 上野 太郎 スウィング89 40 40  坂本 健英
107 東京都 ⼩俣 智⼰ 京王⾚城アカデミー 宮川 侑⼠ 43 41  
108 埼⽟県 宮川 侑⼠ 浦和パークテニスクラブ 40 41  坂本 健英
109 千葉県 岩井 ⼀護 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ 41 41  
110 三重県 ⽔⾕ 仁 ロランインドアテニスステージ    坂本 ⽇⾊
111 東京都 関⼝ 櫂 ユニバーサルテニススクール南⼤沢 坂本 ⽇⾊    W.O.
112 熊本県 坂本 ⽇⾊ ( 9〜12 ) ルーセントTA 熊本    W.O. 坂本 健英
113 埼⽟県 ⽯橋 万佐希 ( 13〜16 ) ブリジストンテニスハウス新所沢 ⽯橋 万佐希 43 41  
114 北海道 塩野 豊寛 宮の森スポーツクラブ 40 41  ⽯橋 万佐希
115 千葉県 武川 幸聖 松原テニスクラブ印⻄ 武川 幸聖 43 42  
116 東京都 ⻑⾕川 ⼤蔵 ひろせテニススクール 41 40  ⽯橋 万佐希
117 福岡県 神⾕ 陽平 筑紫野ローンテニスクラブ 名⽣ ⼤和 24 42 10-6 
118 埼⽟県 名⽣ ⼤和 ⽵ノ塚インドアスポーツプラザ 04 42 10-7 花原 智輝
119 神奈川県 花原 智輝 ジュンレオTA 花原 智輝 40 40  
120 滋賀県 岡島 昊⼤ 湖北ジュニアＴＣ 41 40  ⽯橋 万佐希
121 宮城県 佐藤 聖眞 SCS（NPO法⼈スポーツクラブ仙台） 江川 侑寿 43 42  
122 千葉県 江川 侑寿 オールサムズテニスクラブ 42 42  江川 侑寿
123 岐⾩県 古屋 良祐 恵那峡テニスクラブ 古屋 良祐 41 40  
124 東京都 中川 海⾈ あざみ野テニスチーム 40 41  江川 侑寿
125 千葉県 権 ⼤輝 きさらづアウルTC 権 ⼤輝 43 40  
126 広島県 広瀬 貴章 HIROテニスプランニング 40 42  ⽵盛 惺
127 bye ⽵盛 惺 43 40  
128 東京都 ⽵盛 惺 ( 2 ) ⽬⿊テニスクラブ    
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⼥⼦シングルス 14歳以下
Name 1R 2R 3R 4R SF F

1 東京都 軣⽊ ⾹⾳ ( 1 ) 東京都テニス協会 軣⽊ ⾹⾳
2 bye    ⼩安 穂果
3 東京都 ⼩安 穂果 たちかわJTA ⼩安 穂果    W.O.
4 愛知県 ⽊村 美柚 南⼭中⼥⼦部    W.O. ⼩安 穂果
5 東京都 深瀬 涼⼦ TAI Tennis School ⽔⼝ 由貴 41 42  
6 福岡県 ⽔⼝ 由貴 クリーンビレッジテニスクラブ 41 40  室⼭ 愛⼦
7 三重県 堤 咲弥 三重ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 室⼭ 愛⼦ 43 42  
8 東京都 室⼭ 愛⼦ ( 13〜16 ) ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ 43 14 10-6 ⼩安 穂果
9 愛知県 ⼤森 美桜 ( 9〜12 ) ⻯美丘テニスクラブ ⼤森 美桜 43 42  

10 bye    ⼤森 美桜
11 静岡県 ⼤川 りこ あおやま庭球塾 ⼤川 りこ 24 42 10-6 
12 東京都 ⾼城 ⼼暖 ユニバーサルテニススクール南⼤沢 40 41  ⼤森 美桜
13 ⼤阪府 川上 栞奈 江坂テニスセンター 川上 栞奈 14 42 10-7 
14 神奈川県 吉澤 彩葉 レテテニススクール 42 40  川上 栞奈
15 bye 中尾 ⼼綾 41 43  
16 東京都 中尾 ⼼綾 ( 5〜8 ) vipテニスアカデミー    畭 凛花
17 愛知県 ⻫藤 双葉 ( 3〜4 ) ⾐浦マリンテニスクラブ ⻫藤 双葉 43 34 10-6 
18 bye    ⻫藤 双葉
19 東京都 加藤 ⼼⾳ 神奈川県テニス協会 加藤 ⼼⾳ 41 41  
20 静岡県 藤松 穂乃 ニューウィンブルドンテニスクラブ 40 42  ⻫藤 双葉
21 埼⽟県 中務 亜⼦ 浦和パークテニスクラブ 近藤 楓果 41 41  
22 三重県 近藤 楓果 オリンピアSC 40 40  近藤 楓果
23 bye 樫村 知実 40 40  
24 埼⽟県 樫村 知実 ( 13〜16 ) H.Y.S    畭 凛花
25 ⼤阪府 永野 芽⽣ ( 9〜12 ) イヌヅカスポーツプランニング 永野 芽⽣ 40 43  
26 bye    松⽥ 光
27 埼⽟県 松⽥ 光 ⽯井真テニスアカデミー 松⽥ 光 40 40  
28 愛知県 成⽥ 百那 team-N.1 14 43 11-9 畭 凛花
29 愛知県 甲斐 優花 CROSS ROAD ⿇⽣ 花 41 43  
30 東京都 ⿇⽣ 花 ユニバーサルテニススクール南⼤沢 41 43  畭 凛花
31 bye 畭 凛花 40 41  CHAMPION
32 ⼤阪府 畭 凛花 ( 5〜8 ) 江坂テニスセンター    畭 凛花
33 静岡県 ⾥ 菜央 ( 5〜8 ) アクトスポーツクラブ ⾥ 菜央 41 41  
34 bye    ⾥ 菜央
35 栃⽊県 ⽯井 絢 リバーテニススクール ⽯井 絢 40 40  
36 北海道 原 ひなた 宮の森SC 43 40  ⼩林 海夢
37 東京都 三輪 芽⾐⾹ 昭和の森ジュニアテニススクール 三輪 芽⾐⾹ 43 42  
38 三重県 川合 憧⼦ 三幸 T.T 43 40  ⼩林 海夢
39 bye ⼩林 海夢 41 40  
40 愛知県 ⼩林 海夢 ( 9〜12 ) TEAM YONEZAWA 名古屋    ⼩林 海夢
41 岐⾩県 安藤 愛 ( 13〜16 ) 岐⾩⻄テニスクラブ ⼩⻄ 花梨 41 40  
42 神奈川県 ⼩⻄ 花梨 ⼤磯テニスアカデミー    W.O. 川出 晶葉
43 三重県 川出 晶葉 鈴⿅ジュニアチーム 川出 晶葉 42 41  
44 千葉県 平野 友⾥菜 T&K スポーツガーデン 40 40  川出 晶葉
45 北海道 畑中 結菜 Line's Collect TT 志澤 ⾥桜 41 40  
46 神奈川県 志澤 ⾥桜 BEAT TENNIS CLUB 40 41  ⼤原 縁逢
47 bye ⼤原 縁逢 42 40  
48 東京都 ⼤原 縁逢 ( 3〜4 ) 昭和の森JTS    ⼭⽥ 彩萌
49 奈良県 新部 実咲 ( 5〜8 ) ダイヤモンド・テニスクラブ学園前 新部 実咲 42 43  
50 bye    ⼭野 りみ
51 東京都 熊⾕ 優菜 TAI Tennis School ⼭野 りみ 40 41  
52 神奈川県 ⼭野 りみ 葉⼭テニスクラブ 34 42 10-7 杉村 優⽉
53 東京都 吉村 ⾥桜菜 ⽬⿊テニスクラブ 杉村 優⽉ 41 41  
54 三重県 杉村 優⽉ 桑名テニスアカデミー 43 43  杉村 優⽉
55 bye Laxer 茉弥    W.O.
56 東京都 Laxer 茉弥 ( 9〜12 ) ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ(JITC)    ⼭⽥ 彩萌
57 東京都 佐伯 朱理 ( 13〜16 ) たちかわＪＴＡ 佐伯 朱理 40 43  
58 bye    佐伯 朱理
59 愛知県 ⼩野塚 凛 茨⽊テニスクラブ ⼩野塚 凛 42 04 10-8 
60 東京都 中林 ゆい VIP TENNIS ACADEMY 43 43  ⼭⽥ 彩萌
61 東京都 荒川 ⾥⾳ TENNIS SUNRISE 荒川 ⾥⾳ 43 41  
62 茨城県 改⽥ 明優 CSJ 42 41  ⼭⽥ 彩萌
63 bye ⼭⽥ 彩萌 40 42  
64 愛知県 ⼭⽥ 彩萌 ( 2 ) 名古屋LTC    

Seed
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男⼦シングルス 16歳以下
Name 1R 2R 3R 4R 5R SF

1 東京都 ⾼城 暖⼈ ( 1 ) ユニバーサルテニススクール南⼤沢 ⾼城 暖⼈
2 bye    吉川 和秀 F
3 東京都 宇野 雄太郎 登⼾サンライズテニスコート 吉川 和秀 43 42  CHAMPION
4 千葉県 吉川 和秀 テニスポート波崎 41 42  三⽊ 琢慈 森下 桐⾐ 森下 桐⾐
5 神奈川県 ⽯井 智樹 リーファインターナショナルテニスアカデミー ⽯井 智樹 40 40  ⼤沼 広季 42 14 10-7
6 bye    三⽊ 琢慈
7 bye 三⽊ 琢慈 42 40  
8 愛知県 三⽊ 琢慈 名経⼤市邨中学    三⽊ 琢慈
9 神奈川県 富⼭ 倖 パームインターナショナルテニスアカデミー 富⼭ 倖 41 43  

10 bye    富⼭ 倖
11 東京都 ⼤畑 友⼆ ⽇本⼤学第三中学校 ⼤畑 友⼆ 40 42  
12 神奈川県 藤原 裕⽃ 世⽥⾕学園 41 43  富⼭ 倖
13 愛知県 川野 翔汰 スポルトテニスアカデミー 川野 翔汰 43 42  
14 東京都 柏⽊ 浩太郎 ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ 42 42  川野 翔汰
15 bye 池末 直⽣ 04 41 10-6 
16 東京都 池末 直⽣ ( 13〜16 ) フミヤエース市川テニスアカデミー    三⽊ 琢慈
17 千葉県 ⼭倉 優輝 ( 9〜12 ) 殿⼭テニスガーデン ⼭倉 優輝 40 43  
18 bye    松浦 諄成
19 千葉県 ⼩畑 航佑 サムライテニス 松浦 諄成 40 43  
20 島根県 松浦 諄成 グリーンベアーズ 40 42  験⾺ 怜⼈
21 神奈川県 鈴⽊ 悠真 関東学院六浦中学校 ⼩⻄ 優禅 42 41  
22 北海道 ⼩⻄ 優禅 帯広FRTC 42 42  験⾺ 怜⼈
23 bye 験⾺ 怜⼈ 41 34 10-2 
24 島根県 験⾺ 怜⼈ 出雲北陵中学    浜本 直弥
25 ⼤阪府 浜本 直弥 TENNIS SUPPORT 梅塾 浜本 直弥 42 40  
26 bye    浜本 直弥
27 福井県 ⾬森 匡哉 OBAMA　Jｒ． ⾬森 匡哉 42 40  
28 神奈川県 佐藤 ⼤喜 MSS橘テニスアカデミー    W.O. 浜本 直弥
29 東京都 明間 洸太 H.Y.S 岸 陽⽃ 04 40 10-2 
30 神奈川県 岸 陽⽃ 登⼾サンライズテニスコート 42 40  岸 陽⽃
31 bye 松岡 健 41 04 10-7 A
32 神奈川県 松岡 健 ( 5〜8 ) Ampersand Tennis Academy    森下 桐⾐
33 京都府 森下 桐⾐ ( 3〜4 ) 北陸⾼等学校 森下 桐⾐ 34 41 10-8 
34 bye    森下 桐⾐
35 埼⽟県 ⼋⽊ 響 S.I.T.A 財津 温仁 40 42  
36 東京都 財津 温仁 ⽬⿊テニスクラブ 43 42  森下 桐⾐
37 愛知県 花⽥ 孝⼀ フォレスタヒルズ 花⽥ 孝⼀ 40 40  
38 bye    花⽥ 孝⼀
39 bye ⻑⾕川 嵩    W.O.
40 東京都 ⻑⾕川 嵩 ⽴教池袋⾼等学校    森下 桐⾐
41 埼⽟県 ⼩佐々 ⼤輝 与野テニスクラブ ⼩佐々 ⼤輝 41 42  
42 bye    ⼩佐々 ⼤輝
43 東京都 播磨 慧伍 京王⾚城アカデミー 丸井 優希    W.O.
44 愛知県 丸井 優希 名古屋ローンテニスクラブ 41 40  ⼩佐々 ⼤輝
45 神奈川県 ⻑⾕川 潤 桐蔭学園中等教育学校 北⾕ 圭⼈ 14 41 14-12 

46 東京都 北⾕ 圭⼈ 成城ジュニアテニスアカデミー 40 40  北⾕ 圭⼈
47 bye 井出 諒太 40 43  
48 神奈川県 井出 諒太 ( 13〜16 ) 富⼠⾒テニスクラブ    森下 桐⾐
49 東京都 淺井 信吉 ( 9〜12 ) レテテニススクール 淺井 信吉 42 41  
50 bye    森⽥ 真ノ介
51 東京都 仲野 ⼼ 昭和の森ジュニアテニススクール 森⽥ 真ノ介 41 41  
52 滋賀県 森⽥ 真ノ介 コパンT・S 40 40  森⽥ 真ノ介
53 東京都 ⼭⼝ 翔宇 昭和の森JTS ⿊崎 真叶 41 42  
54 神奈川県 ⿊崎 真叶 希望が丘テニススクール 41 32  RET ⼤友 皓⽃
55 bye ⼤友 皓⽃ 41 42  
56 神奈川県 ⼤友 皓⽃ ⼩⽥急藤沢テニスガーデン    ディリマー 海
57 神奈川県 三武 ⼤修 イースタンテニススクール 三武 ⼤修 43 40  
58 bye    菅原 優作
59 東京都 菅原 優作 レテテニススクール 菅原 優作 43 43  
60 埼⽟県 ⼭本 真広 Novice Tennis Team 42 40  ディリマー 海
61 東京都 春名 隆 J・STAPアカデミー 春名 隆 42 42  
62 愛知県 平岡 太陽 CROSS　ROAD 40 34 10-8 ディリマー 海
63 bye ディリマー 海 41 41  
64 東京都 ディリマー 海 ( 5〜8 ) たちかわジュニアテニスアカデミー    

Seed
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男⼦シングルス 16歳以下
Name 1R 2R 3R 4R 5R SFSeed

65 ⽯川県 ⼩倉 裕太 ( 5〜8 ) Y'sジュニアテニスチーム ⼩倉 裕太
66 bye    ⼤沼 広季
67 東京都 河野 碧海 ⽇本⼤学第三中学校 ⼤沼 広季 40 40  
68 栃⽊県 ⼤沼 広季 リバーテニススクール 41 40  ⼤沼 広季
69 東京都 野末 洲 京王⾚城アカデミー 清⽔ 駿也 41 40  
70 滋賀県 清⽔ 駿也 ﾔﾊﾞｾTA    W.O. 沼崎 正志
71 bye 沼崎 正志 42 41  
72 埼⽟県 沼崎 正志 ブリヂストンテニスハウス新所沢    ⼤沼 広季
73 愛知県 三井 天翔 テニスラウンジ 三井 天翔 40 40  
74 bye    加藤 遼
75 東京都 鈴⽊ 朝陽 たちかわＪＴＡ 加藤 遼 43 42  
76 埼⽟県 加藤 遼 城北埼⽟中学    W.O. 加藤 遼
77 東京都 鈴⽊ 譲 成城中学校 鈴⽊ 譲 14 42 10-3 
78 神奈川県 武⽥ 叙維 サレジオ学院中学校 43 41  張 泰良
79 bye 張 泰良 40 41  
80 東京都 張 泰良 ( 9〜12 ) ⽬⿊テニスクラブ    ⼤沼 広季
81 静岡県 ⽯埜 光輝 ( 13〜16 ) ブレスパティオ ⽯埜 光輝 41 40  
82 bye    ⽯埜 光輝
83 東京都 有賀 朔哉 慶應義塾中等部 ⼤野 翔 41 41  
84 神奈川県 ⼤野 翔 神奈中テニススクール 41 41  ⽯埜 光輝
85 千葉県 上⽥ 海⽃ オールサムズ 上⽥ 海⽃ 42 42  
86 神奈川県 堀江 悠⽃ 泉が丘中学校 42 40  上⽥ 海⽃
87 bye 佐藤 聖璃 42 41  
88 宮城県 佐藤 聖璃 SCS（NPO法⼈スポーツクラブ仙台）    ⽯埜 光輝
89 奈良県 ⾹川 千洋 MSS橿原 ⾹川 千洋 41 41  
90 bye    ⾹川 千洋
91 bye ⾚塚 智造 42 43  
92 神奈川県 ⾚塚 智造 IMG TENNIS ACADEMY    ⽔越 太⼀
93 ⽯川県 ⽔越 太⼀ ＡＴＳ ⽔越 太⼀ 40 43  
94 神奈川県 永⽥ 侑也 登⼾サンライズテニスコート 40 42  ⽔越 太⼀
95 bye 権 瑜秦 41 41  B
96 東京都 権 瑜秦 ( 3〜4 ) 有明ジュニアテニスアカデミー    ⼤沼 広季
97 神奈川県 藤井 俊太朗 ( 5〜8 ) 湘南ジュニアテニスアカデミー 藤井 俊太朗 43 40  
98 bye    ⼩甲 琉乃
99 神奈川県 ⼩甲 琉乃 ⽇本⼤学第三中学校 ⼩甲 琉乃 42 42  

100 秋⽥県 野坂 迅 ファンキーテニスアカデミー    W.O. ⿊川 陽
101 兵庫県 ⿊川 陽 ノアTA神⼾垂⽔ ⿊川 陽 41 42  
102 神奈川県 ⼆⾒ 結希 ラックテニスガーデン 40 40  ⿊川 陽
103 bye ⼟屋 洋介 40 40  
104 東京都 ⼟屋 洋介 町⽥ローンテニスクラブ    久保 遥希
105 千葉県 森島 颯海 フェローズ　インドア　テニススポーツ 森島 颯海 42 34 13-11 

106 bye    ⻘⽊ 琉莞
107 神奈川県 仙⽥ 雅治 Ampersand Tennis Academy ⻘⽊ 琉莞 41 40  
108 静岡県 ⻘⽊ 琉莞 時之栖テニスクラブ 40 40  久保 遥希
109 東京都 酒井 ⼤輔 ⾼輪学園 古川 結太 43 24 10-6 
110 埼⽟県 古川 結太 ⻄武ドームテニスコート 41 42  久保 遥希
111 bye 久保 遥希 40 42  
112 愛知県 久保 遥希 ( 9〜12 ) ⾐浦マリンテニスクラブ    ⼤原 貫路
113 愛知県 ⼤原 貫路 ( 13〜16 ) 名古屋LTC ⼤原 貫路 41 40  
114 bye    ⼤原 貫路
115 神奈川県 布川 遼 湘南ローンテニスクラブ 布川 遼 34 40 10-2 
116 愛知県 吉村 直記 神の倉E.N.Y.    W.O. ⼤原 貫路
117 神奈川県 佐合 孝仁 駒場東邦中学校 佐合 孝仁 42 42  
118 茨城県 中川 海⽉ エーステニスアカデミー 40 24 11-9 都丸 桜汰
119 bye 都丸 桜汰 24 43 10-3 
120 神奈川県 都丸 桜汰 あざみ野ローンテニスチーム    ⼤原 貫路
121 東京都 辻 壮太郎 TENNIS SUNRISE 辻 壮太郎 43 43  
122 bye    辻 壮太郎
123 bye 服部 ⻯⼤    W.O.
124 千葉県 服部 ⻯⼤ Number One Tennis Academy    松浦 麟太郎
125 神奈川県 松浦 麟太郎 K-Powersテニスアカデミーマートテニスガーデン 松浦 麟太郎 40 40  
126 愛知県 植松 恭悟 CIAOテニスクラブ 14 41 10-6 松浦 麟太郎
127 bye ⼩塚 浩太郎 41 41  
128 東京都 ⼩塚 浩太郎 ( 2 ) ユニバーサルテニススクール南⼤沢    
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⼥⼦シングルス 16歳以下
Name 1R 2R 3R SF F

1 神奈川県 ⾦丸 ⽇菜⼦ ( 1 ) 桐蔭学園中学校 ⾦丸 ⽇菜⼦

2 bye
   

⾦丸 ⽇菜⼦

3 東京都 杉⼭ 梨華 昭和の森ジュニアテニススクール 倉林 夢⽣
   W.O.

4 群⾺県 倉林 夢⽣ ミナミグリーンテニスクラブ
43 42  

⾦丸 ⽇菜⼦

5 神奈川県 狗飼 紗季 厚⽊国際テニスクラブ 菅野 真緒
42 40  

6 北海道 菅野 真緒 宮の森スポーツ倶楽部
43 24 10-5 

菅野 真緒

7 東京都 前⽥ 結貴 桜台庭球塾
   W.O.

8 宮城県 三浦 奈々 ( 5〜8 ) More-tennis
Not Played

永井 愛梨奈

9 神奈川県 永井 愛梨奈 ( 3〜4 ) 湘南ローンテニスクラブ 永井 愛梨奈
42 40  

10 千葉県 榎本 こころ ルネサンス鷹之台
40 40  

永井 愛梨奈

11 茨城県 ⽚⼭ 葉⼦ 守⾕テニスクラブ ⽚⼭ 葉⼦
41 40  

12 東京都 ⽟川 結理 ⽔郷ITA
40 40  

永井 愛梨奈

13 東京都 有澤 真⾥ 学習院⼥⼦中等科
43 41  

14 ⼤阪府 村上 想 TENNIS SUPPORT 梅塾
Not Played

義基 慧

15 三重県 義基 慧 三重グリーンTC 義基 慧
   W.O.

16 東京都 嘉⾨ 紅⾳ ( 5〜8 ) Team REC
42 40  

17 東京都 春⽇ ⽇奈⼦ ( 5〜8 ) 昭和の森ジュニアテニススクール 春⽇ ⽇奈⼦

18 北海道 町⾕ 晶 宮の森スポーツ倶楽部
40 43  

平出 ⼼愛

19 東京都 博多 優理 毎⽇庭球⽇ 平出 ⼼愛
04 40 10-8 

20 静岡県 平出 ⼼愛 藤枝NEW⻘葉
42 41  

⼊江 夏⽣

21 ⼤阪府 ⼊江 夏⽣ 城南学園 ⼊江 夏⽣
24 41 10-4 

22 東京都 霜⽥ 莉央 ウイニングショット
14 41 10-3 

⼊江 夏⽣

23 北海道 ⼭⽥ ひより WAVE ⼭⽥ ひより
43 41  

24 東京都 ⾼橋 七海 ( 3〜4 ) 駒沢ラケットクラブ
41 40  

松本 藍

25 東京都 神村 歩実 ( 5〜8 ) ＭＴＳ 神村 歩実
14 42 10-5 

26 ⻑野県 宮澤 佑⽉ m&mJTA
40 40  

松本 藍

27 東京都 ⼤森 万由 Norikazu Sports Academy 松本 藍
40 40  

28 岡⼭県 松本 藍 スフィーダテニスクラブ
   W.O.

松本 藍

29 東京都 松尾 美空 TAI Tennis School 松尾 美空
41 42  

30 北海道 平野 美紗 SEEKERs TT
41 40  

中島 英

31 bye 中島 英
   W.O.

32 東京都 中島 英 ( 2 ) 桜台庭球塾
   

Seed

CHAMPION

永井 愛梨奈
40 40  
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男⼦シングルス 18歳以下
Name 1R 2R 3R 4R SF F

1 千葉県 齋藤 隼輝 ( 1 ) ⽴教池袋⾼等学校 齋藤 隼輝
2 bye    新井 義喜
3 東京都 喜多川 翔貴 ⼤正セントラルテニスクラブ⽬⽩ 新井 義喜 42 24 11-9 
4 埼⽟県 新井 義喜 明治⼤学付属明治⾼等学校 43 41  新井 義喜
5 埼⽟県 ⼩泉 優太 グリーンテニスプラザ ⼩泉 優太 43 42  
6 bye    額賀 皓太朗
7 bye 額賀 皓太朗 43 41  
8 東京都 額賀 皓太朗 ( 13〜16 ) 東野⾼校    秋⽉ 真緒
9 東京都 唐鎌 光⽣ ( 9〜12 ) ⽴教池袋⾼等学校 唐鎌 光⽣ 41 43  

10 bye    秋⽉ 真緒
11 東京都 清⽔ 寛⼤ 成城学園中学校 秋⽉ 真緒    W.O.
12 徳島県 秋⽉ 真緒 城南⾼校 41 40  秋⽉ 真緒
13 東京都 ⼤森 柊哉 東京JTTC ⽥中 ⼤暉 41 40  
14 埼⽟県 ⽥中 ⼤暉 ブリジストンテニスハウス 新所沢 42 43  ⽥中 ⼤暉
15 bye ⽶元 城 41 41  
16 埼⽟県 ⽶元 城 ( 5〜8 ) グリーンテニスプラザ    秋⽉ 真緒
17 埼⽟県 勝⽊ 輝 ( 3〜4 ) グリーンテニスプラザ 勝⽊ 輝 42 40  
18 bye    勝⽊ 輝
19 東京都 富⽥ 楓 ロコインドアテニススクール東陽町 富⽥ 楓 42 42  
20 愛知県 宮崎 創 チェリーTC 14 43 10-7 ⽚⼭ 春輝
21 神奈川県 ⽥邉 智宏 東海⼤学菅⽣⾼校 村上 真太郎 41 40  
22 愛知県 村上 真太郎 瀬⼾⻄⾼校 43 43  ⽚⼭ 春輝
23 bye ⽚⼭ 春輝 40 40  
24 東京都 ⽚⼭ 春輝 ( 13〜16 ) レテテニススクール    ⽚⼭ 春輝
25 東京都 佐藤 史弥 ( 9〜12 ) JITC 佐藤 史弥 42 40  
26 bye    佐藤 史弥
27 愛知県 宮崎 経 桜丘⾼等学校    W.O.
28 東京都 古⽥ 真周 学習院⾼等科 Not Played 安達 丈
29 東京都 榊原 幸毅 ⼤正セントラルテニスクラブ⽬⽩ 安達 丈 43 42  
30 神奈川県 安達 丈 JITC 42 34 10-6 安達 丈
31 bye 菊地 祐太郎 04 41 10-6 CHAMPION
32 東京都 菊地 祐太郎 ( 5〜8 ) ビッグＫ    秋⽉ 真緒
33 東京都 喜多 海成 ( 5〜8 ) ⾼輪⾼校 喜多 海成 43 43  
34 bye    倉澤 健⽃
35 千葉県 松永 泰輝 ⼋千代スポーツガーデン 倉澤 健⽃ 41 42  
36 東京都 倉澤 健⽃ 阪急⼤井テニス＆ゴルフスクール 42 40  齋藤 駿太
37 三重県 齋藤 駿太 東海テニス協会 齋藤 駿太 42 34 10-8 
38 東京都 瀬⽥ 和輝 成城⾼等学校 41 41  齋藤 駿太
39 bye ⽯原 暉 40 42  
40 東京都 ⽯原 暉 ( 9〜12 ) 聖学院⾼校    齋藤 駿太
41 東京都 ⽯井 昴 ( 13〜16 ) Team310V ⽯井 昴 43 42  
42 bye    久保 静也
43 東京都 久保 静也 鵠沼平本ガーデンコート 久保 静也 41 42  
44 神奈川県 加地 ⻯也 ⻘⼭学院⾼等部 41 40  久保 静也
45 東京都 傅 仰旻 レテテニススクール 傅 仰旻 41 42  
46 埼⽟県 武樋 ⼒哉 早稲⽥⼤学本庄⾼等学院 43 12  RET 傅 仰旻
47 bye ⽯関 皓    W.O.
48 埼⽟県 ⽯関 皓 ( 3〜4 ) ブリヂストンテニスハウス新所沢    辻岡 権
49 神奈川県 関⼝ ⼤⼼ ( 5〜8 ) K-powersTA  MTG 関⼝ ⼤⼼ 41 43  
50 bye    関⼝ ⼤⼼
51 千葉県 増⽥ 漣 フミヤエース市川テニスアカデミー 増⽥ 漣 42 40  
52 東京都 ⻄ 健吾 都⽴⻄⾼校 42 41  辻岡 権
53 埼⽟県 辻岡 権 中央⼤学附属⾼校 辻岡 権 41 41  
54 東京都 野本 元暉 ⻄武学園⽂理⾼校 42 40  辻岡 権
55 bye 濱⽥ 悠⽃ 40 10  RET
56 神奈川県 濱⽥ 悠⽃ ( 9〜12 ) 厚⽊国際    辻岡 権
57 茨城県 神⾕ 祐太郎 ( 13〜16 ) 江⼾川学園取⼿⾼等学校 神⾕ 祐太郎 41 40  
58 bye    ⾚松 俊輔
59 bye ⾚松 俊輔 42 40  
60 東京都 ⾚松 俊輔 桜テニスクラブ    堀池 哲平
61 ⼭梨県 吉⽥ 聡太 エストテニスクラブ 吉⽥ 聡太 34 41 10-2 
62 東京都 横野 亮 ZIP 40 40  堀池 哲平
63 bye 堀池 哲平 40 41  
64 神奈川県 堀池 哲平 ( 2 ) ⻘⼭学院⾼等部    

Seed



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 12th

⼥⼦シングルス 18歳以下
Name 1R 2R SF F

1 東京都 ⼩池 美⽉ ( 1 ) テニスワークスKei ⼩池 美⽉

2 bye

   

阿出川 暖乃

3 千葉県 武藤 ⾥菜 麗澤⾼校 阿出川 暖乃

41 43  

4 東京都 阿出川 暖乃 Team REC

41 41  

阿出川 暖乃

5 ⼤阪府 ⼭下 美⽉ ( 3〜4 ) タック桃⼭ ⼭下 美⽉

42 41  

6 bye

   

⼭下 美⽉

7 神奈川県 ⾼橋 莉菜 ノアインドアステージ東⼾塚 ⾼橋 莉菜

34 43 10-7 

CHAMPION

8 東京都 北島 維恩 ⼤成⾼校

41 42  

阿出川 暖乃

9 神奈川県 岡⽥ 真菜 IWKTENNISMANAGEMENT 藤井 陽菜

40 42  

10 京都府 藤井 陽菜 ⻄の丘ローンTC

41 40  

松坂 珠代

11 bye 松坂 珠代

42 42  

12 千葉県 松坂 珠代 ( 3〜4 ) KION南市川

   

⾼橋 莉渚

13 東京都 ⾼橋 莉渚 Team310Ｖ ⾼橋 莉渚

41 42  

14 神奈川県 森笠 眞⾐ 横浜清⾵⾼校

41 14 13-11 

⾼橋 莉渚

15 bye ⼩池 ⼼⾳

41 40  

16 神奈川県 ⼩池 ⼼⾳ ( 2 ) CLOVER TENNIS ACADEMY

   

Seed
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