
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 中本 空良 JACテニスパーク炭山 中本 空良 中本 空良

2 BYE BYE 矢作 颯麻

3 園川 庸 橘テニスアカデミー 園川 庸 矢作 颯麻 42,04,10-8

4 矢作 颯麻 グリーンテニスプラザ 矢作 颯麻
WO 岡田 悠希

5 鈴木 理仁 ダンロップテニススクール根岸 鈴木 理仁 鈴木 理仁 41,40

6 田中 海吏 アクロステニスアカデミー 田中 海吏 41,40 岡田 悠希

7 曽田 陽太 桜田テニスカレッジ 曽田 健太 岡田 悠希 40,42

5 8 岡田 悠希 京王赤城アカデミー 岡田 悠希 40,42 岡田 悠希

3 9 田所 大飛 大正セントラル目白 田所 大飛 田所 大飛 42,42

10 BYE BYE 田所 大飛

11 川口 蒼介 シードテニスクラブ 川口 蒼介 高木 吉平 43,42

12 高木 吉平 ニッケコルトンテニスガーデン 高木 吉平 41,14,10-6 小林 陽

13 寺内 大和 田園テニスクラブ 寺内 大和 寺内 大和 42,43

14 橋本 理 ESSC 橋本 理 41,40 小林 陽

15 木暮 聡真 WTC 木暮 聡真 小林 陽 43,42

8 16 小林 陽 あざみ野ローンテニスチーム 小林 陽 40,42 岡田 悠希

7 17 渡邉 南 荏原SSC 渡邉 南 渡邉 南 43,43

18 内田 颯真 昭和の森テニススクール 内田 颯真 WO 渡邉 南

19 菅野 伊吹弓 桜田テニスカレッジ 菅野 伊吹弓 渡邉 湊 41,42

20 渡邉 湊 シードテニスクラブ 渡邉 湊 WO 渡邉 南

21 北見 響 橘テニスアカデミー 北見 響 稲留 篤人 42,41

22 稲留 篤人 東急あざみ野テニスガーデン 稲留 篤人 WO 稲留 篤人

23 BYE BYE 大畑 慶祐 WO

4 24 大畑 慶祐 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 大畑 慶祐 村上 叶多

6 25 安濃 凛 Team YUKA 安濃 凛 安濃 凛 41,40

26 倉田 文瑠 登戸サンライズ 倉田 文瑠 42,41 安濃 凛

27 小川 遼真 フミヤエース市川テニスアカデミー小川 遼真 小川 遼真 42,41

28 柴田 一颯 グリーンテニスプラザ 柴田 一颯 WO 村上 叶多

29 中原 凛 ACE Tennis Club 中原 凛 中原 凛 41,40

30 松本 函大 JITC 松本 函大 43,24,11-9 村上 叶多

31 BYE BYE 村上 叶多 40,41 No.16 小林 陽 渡邉 南

2 32 村上 叶多 Team Satelliteさくら野火止 村上 叶多 No.17 渡邉 南 40,Ret

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　16 BEST　8 BEST　4 準優勝 優勝

1 1 神村 明莉 大磯テニスアカデミー 神村 明莉 神村 明莉

2 BYE BYE 神村 明莉

3 渡邉 愛 袋井クラウンクラブ 渡邉 愛 渡邉 愛 40,40

4 渡邊 里花 自由が丘インターナショナルテニススクー渡邊 里花
WO 神村 明莉

5 齋藤 美希 K-powersテニスアカデミー 齋藤 美希 齋藤 美希 43,40

6 BYE BYE 齋藤 美希

7 BYE BYE 米山 優音 WO

5 8 米山 優音 エストテニスクラブ 米山 優音 神村 明莉

4 9 谷水 愛 南町田インターナショナルテニスカレッジ谷水 愛 谷水 愛 40,04,12-10

10 BYE BYE 谷水 愛

11 BYE BYE 豊福 愛 40,40

12 豊福 愛 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッ豊福 愛 谷水 愛

13 日垣 陽菜子 ファーイーストJrTA 日垣 陽菜子 日垣 陽菜子 WO

14 BYE BYE

15 BYE BYE 銅崎 笑里 Not Played

7 16 銅崎 笑里 京王赤城アカデミー 銅崎 笑里 神村 明莉

8 17 伊藤 千奈 与野テニスクラブ 伊藤 千奈 伊藤 千奈 41,41

18 BYE BYE 伊藤 千奈

19 BYE BYE 浜本 まりあ 42,42

20 浜本 まりあ 吉田記念テニス研修センター 浜本 まりあ 伊藤 千奈

21 谷口 莉奈 S's family TC 谷口 莉奈 谷口 莉奈 42,34,10-5

22 BYE BYE 谷口 莉奈

23 BYE BYE 山口 葵生 WO

3 24 山口 葵生 荏原SSC 山口 葵生 役川 遥香

6 25 役川 遥香 橘テニスアカデミー 役川 遥香 役川 遥香 34,42,10-7

26 BYE BYE 役川 遥香

27 BYE BYE 高橋 七帆 WO

28 高橋 七帆 グリーンテニスプラザ 高橋 七帆 役川 遥香

29 岩佐 梨央 コートピア大泉テニスクラブ 岩佐 梨央 岩佐 梨央 40,40

30 BYE 高橋 七帆 岩佐 梨央

31 BYE BYE 高山 心和 WO No.9 谷水 愛 伊藤 千奈

2 32 高山 心和 KCJTA 高山 心和 No.17 伊藤 千奈 41,41

3位決定戦



Boys'U-12 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 寺内 龍大 TEAM YONEZAWA横浜 寺内 龍大 寺内 龍大

2 BYE BYE 竹内 稜真

3 永井 啓仁 有明JTA 永井 啓仁 竹内 稜真 WO

4 竹内 稜真 厚木国際テニスクラブ 竹内 稜真
WO 高村 圭吾

5 吉岡 純 多摩ジュニアテニスクラブ 吉岡 純 高村 圭吾 43,40

6 高村 圭吾 S’s family TC 高村 圭吾 WO 高村 圭吾

7 BYE BYE 須藤 孝侑 WO

5 8 須藤 孝侑 Fテニス 須藤 孝侑 高村 圭吾

4 9 西岡 晃佑 東急あざみ野テニスガーデン 西岡 晃佑 西岡 晃佑 43,41

10 BYE BYE 河村 恵吾

11 福本 瑠可 STT 福本 瑠可 河村 恵吾 WO

12 河村 恵吾 与野テニスクラブ 河村 恵吾 WO 今西 輝之進

13 甲田 将 橘テニスアカデミー 甲田 将 名倉 康巧 42,43

14 名倉 康巧 Ohara Tennis Creation 名倉 康巧 WO 今西 輝之進

15 BYE BYE 今西 輝之進 41,04,10-8

7 16 今西 輝之進 フミヤエース市川TA 今西 輝之進 溝口 怜司

8 17 飯島 英冬 レニックステニススクール 飯島 英冬 飯島 英冬 40,40

18 原田 莉玖 SＴＴ 原田 莉玖 40,41 木暮 勇斗

19 木暮 勇斗 ワタナベテニスカレッジ 木暮 勇斗 木暮 勇斗 42,43

20 前田 旺大 レニックステニススクール 前田 旺大 WO 木暮 勇斗

21 志水 陽奏 STT 志水 陽奏 志水 陽奏 42,40

22 橋本 司馬 S.oneグリーンテニスクラブ 橋本 司馬 40,41 志水 陽奏

23 BYE BYE 土屋 悠一朗 WO

3 24 土屋 悠一朗 善福寺公園テニスクラブ 土屋 悠一朗 溝口 怜司

6 25 大杉 櫂斗 狛江インドアジュニアＡＴＰチーム 大杉 櫂斗 大杉 櫂斗 42,04,10-6

26 BYE BYE 齋藤 陽希

27 齋藤 陽希 本日庭球日 齋藤 陽希 齋藤 陽希 WO

28 中川 惠善 Fテニス 中川 惠善 WO 溝口 怜司

29 佐藤 高虎 葉山テニスクラブ 佐藤 高虎 佐藤 高虎 40,40

30 松隈 柊風 京王赤城アカデミー 松隈 柊風 40,41 溝口 怜司

31 BYE BYE 溝口 怜司 42,24,10-2 No.16 今西 輝之進 木暮 勇斗

2 32 溝口 怜司 ファーイーストjr TA 溝口 怜司 No.19 木暮 勇斗 WO

3位決定戦



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 岩佐 心優 コートピア大泉テニスクラブ 岩佐 心優 岩佐 心優

2 BYE BYE 岩佐 心優

3 佐々木 千和 与野テニスクラブ 佐々木 千和 佐々木 千和
40,43

4 岡 葵衣 ＹＳＣ 岡 葵衣
42,24,10-7

岩佐 心優

4 5 小黒 美佳 ロイヤルテニスクラブ 小黒 美佳 渡邉 希
40,41

6 渡邉 希 袋井クラウンクラブ 渡邉 希
WO

渡邉 希

7 石塚 苺花 本日庭球日 石塚 苺花 石塚 苺花
41,42

8 関根 夏穂 武蔵野ドームテニススクール 関根 夏穂
WO

岩佐 心優

9 高橋 陽菜乃 H.Y.S 高橋 陽菜乃 河村 愛莉
41,42

10 河村 愛莉 S's family TC 河村 愛莉
WO

戸谷 真好

11 石塚 梨花 本日庭球日 石塚 梨花 戸谷 真好
40,40

3 12 戸谷 真好 エストテニスクラブ 戸谷 真好
40,41

戸谷 真好

13 石島 彩七 荏原SSC 石島 彩七 石島 彩七
41,42

14 満岡 阿紗子 橘テニスアカデミー 満岡 阿紗子
42,41

石島 彩七

15 鬼塚 由希子 イヌヅカスポーツプランニング 鬼塚 由希子
WO

2 16 赤羽 奏那 ダンロップテニススクール根岸 赤羽 奏那
Not Played



Boys'U-14 Singles

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

1 1 赤羽 志道 MSS橘テニスアカデミー 赤羽 志道 赤羽 志道

2 BYE BYE 赤羽 志道

3 北谷 祐樹 常翔啓光学園 北谷 祐樹 皆本 力丸
40,42

4 皆本 力丸 大磯テニスアカデミー 皆本 力丸
WO

中本 莉空

4 5 中本 莉空 JACテニスパーク炭山 中本 莉空 中本 莉空
41,43

6 BYE BYE 中本 莉空

7 古田 龍之介 STT 古田 龍之介 古田 龍之介
42,40

8 古屋 佑樹 CLOVER TENNIS ACADEMY 古屋 佑樹
WO

倉林 大愛

9 大庭 嘉仁 本日庭球日 大庭 嘉仁 大庭 嘉仁
14,43,10-6

10 小泉 晴冨 team HERO 小泉 晴冨
41,43

坂本 光成

11 BYE BYE 坂本 光成
42,41

3 12 坂本 光成 KOWA TENNIS ACADEMY 坂本 光成 倉林 大愛

13 宮崎 泰遙 大磯テニスアカデミー 宮崎 泰遙 宮崎 泰遙
34,41,10-4

14 鬼塚 蒼 イヌヅカスポーツプランニング 鬼塚 蒼
WO

倉林 大愛

15 BYE BYE 倉林 大愛
14,40,10-4

2 16 倉林 大愛 ミナミグリーンテニスクラブ 倉林 大愛
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