
Boys'U-10 Singles

シード順位ドローNo. 氏名 所属 初回負け BEST　16 BEST　8 BEST　4 準優勝 優勝

1 1 前田 旺大 レニックステニススクール 前田 旺大 前田 旺大

2 BYE BYE 前田 旺大

3 貞松 蓮 東宝調布テニスクラブ 貞松 蓮 貞松 蓮 40,41

4 ｶｰｼｭﾊﾞｳﾑ尾崎龍大 立川ルーデンス ｶｰｼｭﾊﾞｳﾑ 尾崎龍大
WO 前田 旺大

5 信氏 悠翔 グリーンテニスプラザ 信氏 悠翔 信氏 悠翔 41,42

6 矢作 颯麻 セサミ 矢作 颯麻 40,42 吉岡 純

7 BYE BYE 吉岡 純 41,34,[16-14]

5 8 吉岡 純 多摩ジュニアテニスクラブ 吉岡 純 後藤 映人

4 9 後藤 映人 Team YUKA 後藤 映人 後藤 映人 41,41

10 BYE BYE 後藤 映人

11 林 亮吾 Mat前橋テニスアカデミー 林 亮吾 小林 陽 42,41

12 小林 陽 あざみ野ローンテニスチーム 小林 陽 42,42 後藤 映人

13 鈴木 理仁 レニックステニススクール 鈴木 理仁 鈴木 理仁 40,43

14 倉田 文瑠 川崎市立宿河原小学校 倉田 文瑠 40,41 榎本 景介

15 横山 敦士 江戸川テニスアカデミー 横山 敦士 榎本 景介 42,40

7 16 榎本 景介 シードテニスクラブ 榎本 景介 40,42 後藤 映人

8 17 島田 隼 Team YUKA 島田 隼 島田 隼 40,42

18 ボノミ 昭 Rキャノンズ ボノミ 昭 42,41 島田 隼

19 永田 大翔 クリエイトＴＡ 永田 大翔 寒澤 槙太 40,14,[10-2]

20 寒澤 槙太 ミナミグリーンテニスクラブ 寒澤 槙太 41,40 溝口 怜司

21 後藤 嗣温 あざみ野ローンテニスチーム 後藤 嗣温 後藤 嗣温 41,43

22 中原 凛 ACE Tennis Club 中原 凛 40,40 溝口 怜司

23 BYE BYE 溝口 怜司 40,40

3 24 溝口 怜司 ファーイーストJr TA 溝口 怜司 溝口 怜司

6 25 林 駿吾 Mat前橋テニスアカデミー 林 駿吾 林 駿吾 34,41,[10-6]

26 BYE BYE 長谷川 喜一

27 吉田 光希 たちかわジュニアテニスアカデミー吉田 光希 長谷川 喜一 42,24,[11-9]

28 長谷川 喜一 桜台庭球塾 長谷川 喜一 43,43 須藤 孝侑

29 立川 遼祐 フミヤエース市川テニスアカデミー立川 遼祐 豊田 温大 42,42

30 豊田 温大 桜田テニスカレッジ 豊田 温大 41,41 須藤 孝侑

31 BYE BYE 須藤 孝侑 41,41     No.1 前田 旺大 前田 旺大

2 32 須藤 孝侑 Fテニス 須藤 孝侑     No.32 須藤 孝侑 03,43,[10-6]

3位決定戦



Girls'U-10 Singles

シード順位ドローNo. 氏名 所属 初回負け BEST　8 BEST　4 準優勝 優勝

1 1 赤羽 奏那 ダンロップテニススクール根岸 赤羽 奏那 赤羽 奏那

2 BYE BYE 宮本 珠莉愛

3 宮本 珠莉愛 桜台庭球塾 宮本 珠莉愛 宮本 珠莉愛
WO

4 佐々木 千和 VIP TENNIS ACADEMY 佐々木 千和
41,41

宮本 珠莉愛

3 5 矢後 満梨亜 神奈中テニススクール 矢後 満梨亜 矢後 満梨亜
40,40

6 BYE BYE 箭子 南

7 BYE BYE 箭子 南
42,43

8 箭子 南 開成グリーンテニスクラブ 箭子 南 宮 祐月

9 満岡 阿紗子 橘テニスアカデミー 満岡 阿紗子 満岡 阿紗子
40,14,[10-3]

10 BYE BYE 太田 光音

11 BYE BYE 太田 光音
40,41

4 12 太田 光音 自由ｶﾞ丘インターナショナルテニス太田 光音 宮 祐月

13 神村 明莉 大磯テニスアカデミー 神村 明莉 神村 明莉
41,40

14 廣田 真衣 有明JTA 廣田 真衣
42,43

宮 祐月

15 BYE BYE 宮 祐月
41,40

2 16 宮 祐月 Fテニス 宮 祐月



Boys'U-12 Singles

シード順位ドローNo. 氏名 所属 初回負け BEST　8 BEST　4 準優勝 優勝

1 1 奈良 恒輝 グリーンテニスプラザ 奈良 恒輝 奈良 恒輝

2 BYE BYE 葛葉 瑛心

3 田中 慶 Fテニス 田中 慶 葛葉 瑛心
WO

4 葛葉 瑛心 昭和の森ジュニアテニススクール 葛葉 瑛心
24,40,[11-9]

葛葉 瑛心

3 5 石崎 葵已 Team REC 石崎 葵已 石崎 葵已
30Ret

6 西村 仁 TEAM YONEZAWA町田 西村 仁
40,40

阿川 蒼生

7 中川 惠善 ブリヂストンテニスハウス新所沢 中川 惠善 阿川 蒼生
41,43

8 阿川 蒼生 志津テニスクラブ 阿川 蒼生
40,40

倉林 大愛

9 鹿内 遥介 三菱養和テニススクール 鹿内 遥介 鹿内 遥介
41,40

10 持麾 光平 ダンロップテニススクール根岸 持麾 光平
40,43

倉林 大愛

11 今西 輝之進 フミヤエース市川TA 今西 輝之進 倉林 大愛
34,42,[10-5]

4 12 倉林 大愛 ミナミグリーンテニスクラブ 倉林 大愛
40,41

倉林 大愛

13 寺内 龍大 TEAMYONEZAWA 寺内 龍大 清水 雅弘
42,43

14 清水 雅弘 自由ガ丘インターナショナルテニス清水 雅弘
WO

清水 雅弘

15 杉山 啓誠 BEAT TENNIS CLUB 杉山 啓誠 杉山 啓誠
40,40

2 16 天野 雄太 自由ガ丘インターナショナルテニス天野 雄太
WO



Girls'U-12 Singles

シード順位ドローNo. 氏名 所属 初回負け BEST　8 BEST　4 準優勝 優勝

1 1 中島 杏子 東京都TA 中島 杏子 中島 杏子

2 BYE BYE 中島 杏子

3 新地 希咲 吉田記念テニス研修センター 新地 希咲 貞松 萌愛奈
40,40

4 貞松 萌愛奈 TENNIS SUNRISE 貞松 萌愛奈
42,34,[11-9]

中島 杏子

3 5 川又 彩乃 荏原ＳＳＣ 川又 彩乃 福田 日和
40,40

6 福田 日和 大磯テニスアカデミー 福田 日和
WO

石島 彩七

7 高津 陽菜乃 アクロステニスアカデミー 高津 陽菜乃 石島 彩七
41,40

8 石島 彩七 荏原SSC 石島 彩七
41,40

中島 杏子

9 中原 涼 YSC 中原 涼 中原 涼
43,41

10 福田 小春 大磯テニスアカデミー 福田 小春
42,42

岩佐 心優

11 ボノミ 明奈 Rキャノンズ ボノミ 明奈 岩佐 心優
42,41

4 12 岩佐 心優 コートピア大泉テニスクラブ 岩佐 心優
41,40

山田 悠乃

13 宮本 怜 桜台庭球塾 宮本 怜 宮本 怜
43,43

14 新地 恵芽 吉田記念テニス研修センター 新地 恵芽
14,41,[10-8]

山田 悠乃

15 龍岡 実怜 大磯テニスアカデミー 龍岡 実怜 山田 悠乃
40,40

2 16 山田 悠乃 桜台庭球塾 山田 悠乃
40,41



Boys'U-14 Singles

シード順位ドローNo. 氏名 所属 初回負け BEST　8 BEST　4 準優勝 優勝

1 1 山本 翔太郎 荏原SSC 山本 翔太郎 山本 翔太郎

2 BYE BYE 山本 翔太郎

3 皆本 力丸 大磯テニスアカデミー 皆本 力丸 林 勇人
41,41

4 林 勇人 荏原SSC 林 勇人
41,34,[10-7]

山本 翔太郎

4 5 赤羽 志道 ダンロップテニススクール根岸 赤羽 志道 赤羽 志道
42,40

6 BYE BYE 赤羽 志道

7 BYE BYE 靜谷 匡
WO

8 靜谷 匡 フミヤエース市川テニスアカデミー靜谷 匡 山本 翔太郎

9 呉 和海 松原テニスクラブ印西 呉 和海 呉 和海
42,24,[13-11]

10 BYE BYE

11 BYE BYE 中山 雄暉
Not Played

3 12 中山 雄暉 緑ヶ丘テニスガーデン 中山 雄暉 梅田 優翔

13 太田 寛明 レニックス 太田 寛明 太田 寛明
WO

14 杉澤 明希 トムインドアテニス 杉澤 明希
40,41

梅田 優翔

15 BYE BYE 梅田 優翔
40,40

2 16 梅田 優翔 CSJ 梅田 優翔



Girls'U-14 Singles

シード順位ドローNo. 氏名 所属 初回負け BEST　4 準優勝 優勝

1 1 成田 香公 狛江インドアジュニアATPチーム 成田 香公 成田 香公

2 橋本 蒼葉 昭和の森ジュニアテニススクール橋本 蒼葉

40,40

成田 香公

3 島田 里愛菜 Team YUKA 島田 里愛菜 島田 里愛菜

40,41

4 有我 あずみ 楠クラブ 有我 あずみ

WO

成田 香公

5 倉林 華夢 ミナミグリーンテニスクラブ 倉林 華夢 倉林 華夢

42,40

6 高瀬 奈桜 吉田記念テニス研修センター 高瀬 奈桜

14,42,[10-3]

井出 璃々菜

7 林 優衣花 Mat前橋テニスアカデミー 林 優衣花 井出 璃々菜

42,41

2 8 井出 璃々菜 大磯テニスアカデミー 井出 璃々菜

41,41
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