
 
2020 年 3 ⽉ 25 ⽇ 

選⼿、保護者の皆様へ 

 

＜TOMAS CUP 13th  延期のお知らせ＞ 

 
 
⽇頃より選⼿やご家族の皆様にはご愛顧賜り誠にありがとうございます。 
また TOMAS CUP にエントリーいただきまして、改めて皆様へ感謝申し上げます。 
新型コロナウイルス(COVID-19）の拡散防⽌に向けた 3 ⽉ 25 ⽇ 20:00 の⼩池都知事の会⾒
における「外出⾃粛要請」を受けて、本⼤会をゴールデンウィークに延期いたします。 
⼤会を楽しみにしていただいておりました選⼿、保護者の皆様には⼤変申し訳なく、私た
ちも断腸の思いでございます。 
 
＜新たな⽇程＞ 
2020 年 5 ⽉ 2 ⽇、3 ⽇、4 ⽇（予定） 
 
＜会場＞ 
昭和の森テニスセンター（予定） 
 
 
【⽋場選⼿への対応につきまして】 
今までお送りいただきました⽋場届けは、こちらで⼀度無効とさせていただきます。 
新たな⽇程でご都合が悪い場合は改めて⽋場届けをお送りくださいますようお願い申し上
げます。 
今回このような状況を受けまして、⽋場された選⼿には参加料の⼀部ご返⾦として QUO カ
ード 3,000 円分、また既に準備しておりますネーム⼊りの参加賞（ID ストラップ、⼤会特
製ネームカード、バッグタグ等）⼀式を添えて、⼤会終了後にお送りさせていただきます。 
また、出場、⽋場の如何わらず、今⼤会の出場資格選⼿は、⾃動的に来年度の TOMAS CUP 
14th への出場権を授与します。 

事情により⽋場された選⼿に対しまして、全てのご期待には添えないかと存じますが、 
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 
以上、スタッフ⼀同、ゴールデンウィークに向け気持ちを新たに準備して参りますので、
皆様のご理解とご協⼒の程、何卒お願い申し上げます。 



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 13th
ベンチコーチ制度

■試合⽅法︓2ショートセット（ファイナル10Pマッチタイブレーク）　※ノーアドバンテージ形式

　※試合前のウォーミングアップはサービス4本のみ

　※セルフジャッジ（判定とコールは相⼿に聞こえる声、相⼿に⾒えるハンドシグナルを使い速やかに⾏ってください）　★決勝戦のみSCU

■当⽇連絡先　　⼤会ディレクター︓猪岡 綾次　（090-5060-5671）

■ベンチコーチ制度（TOMAS CUPに限ります）

 保護者、コーチの⽅もご⼀緒に試合参加を楽しんで頂くための企画です

 選⼿を励ます⾔葉を掛けて気持ちを盛り上げ、⼀緒に楽しんで頂けますと幸いです

 以下に限らず、マナーを尊重し選⼿の⼿本となる⾏動を頂きます様お願いします

 ※プレー中に声をかける⾏為は禁⽌、コートの中での拍⼿は控えてお願いします

  アドバイスはチェンジエンドの際にお願いします

 ※コート（ベンチ）には出来る限りテニスシューズ、もしくは運動靴でお⼊りください

  服装は⾃由ですが、プレーの妨げとなるような⽬⽴つ服装はお控えください

 ※第1ゲーム終了時のアドバイスは速やかにお願いします

  休憩なしのエンドチェンジのみとなります

 ※ベンチコーチは保護者、またはコーチが1名のみベンチに⼊ることが出来ます

  選⼿同⼠は不可とさせて頂きます

 ※携帯電話は電源を切るか、マナーモードでお願いします

  コートに⼊る前に必ず携帯電話のご確認を願います

 ※相⼿選⼿、保護者にも敬意を払い、選⼿の⾒本となる⾏動をしてください

  試合前、試合後の挨拶も同様に保護者を含めお願いします

 ※試合中にベンチコーチが⼊れ替わることはお控えください

  緊急の場合を除き、途中退場もできる限りお控えください

 その他、プレーの妨げとなる⾏為はお控え頂きます様、お願い申し上げます

■ご案内

★JR EAST路線ネットワーク  https://www.jreast.co.jp/map/pdf/map_tokyo.pdf

★昭和の森テニスセンター  http://www.showasp.co.jp/sports

★フォレストイン昭和館  http://www.showakan.co.jp/

★昭島・昭和の森HP  http://akishima-showa-no-mori.jp/



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 13th
⼤会⽋場届

⼤会名 TOMAS CUP JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 13th

※この⽋場届は「 TOMAS CUP 」にのみ適⽤いたします

⼤会レフェリー 宛

送信⽇ 2020年    ⽉    ⽇

出場種⽬ 歳以下    男 ・ ⼥

ドロー番号

名前

連絡先

1．体調不良により（具体的に記⼊）

2．学校⾏事により（具体的に記⼊）

3．他の⼤会に出場（⼤会名を記⼊）

4. その他

※⽋場届をFAX頂きました後は、必ず到着確認のお電話をお願いします

※届いてない場合・裏⾯の場合、⽋場は受理されません

※⼀度お送りいただいた⽋場届は取り消しが出来ませんので、ご注意ください

到着確認︓042-580-4601（平⽇10:00〜17:00）

TOMAS CUP JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS

＜下記理由により⼤会を⽋場します＞

FAX送付先︓042-580-4602



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 13th
男⼦シングルス 10歳以下

Name 1R 2R 3R 4R SF F

1 東京都 ⽯井 千博 ( 1 ) フミヤエース市川テニスアカデミー ⽯井 千博
2 bye
3 東京都 江 興祐 たちかわJTA
4 神奈川県 井ノ⼝ 朋弥 ダンロップテニススクール根岸
5 ⼭梨県 塚本 和篤 エストテニスクラブ 塚本 和篤
6 bye
7 bye 宮崎 雄聖
8 東京都 宮崎 雄聖 ( 13〜16 ) CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS

9 東京都 ⽯崎 葵已 ( 9〜12 ) 桜⽥倶楽部 ⽯崎 葵已
10 bye
11 bye 兵藤 直⽣
12 福岡県 兵藤 直⽣ T-style26 TENNIS CLUB.
13 神奈川県 中島 ⼀輝 レニックステニススクール 中島 ⼀輝
14 bye
15 bye 久野 佑隼
16 東京都 久野 佑隼 ( 5〜8 ) 狛江インドアジュニアATPチーム
17 茨城県 ⼤塚 仁⼀朗 ( 3〜4 ) KCJテニスアカデミー ⼤塚 仁⼀朗
18 bye
19 東京都 ⿊⽥ 琥太郎 与野テニスクラブ
20 神奈川県 ⼩松 壮介 登⼾サンライズ
21 東京都 寺内 ⿓⼤ 京王⾚城テニスアカデミー 寺内 ⿓⼤
22 bye
23 bye 川⼝ 孝⼤
24 東京都 川⼝ 孝⼤ ( 13〜16 ) テニスアカデミーSECG
25 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
26 bye
27 bye ⼤久保 遼
28 神奈川県 ⼤久保 遼 あざみ野ローンテニスチーム
29 兵庫県 ⼤浦 遊唯翔 Ａ＆Ｆ
30 東京都 BAILEY HUGO ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ

31 bye ⿅内 遥介 CHAMPION
32 東京都 ⿅内 遥介 ( 5〜8 ) 三菱養和テニススクール
33 埼⽟県 ⼭﨑 あさひ ( 5〜8 ) グリーンテニスプラザ ⼭﨑 あさひ
34 bye
35 bye ⽮野 煌雅
36 神奈川県 ⽮野 煌雅 メリオールテニススクール
37 北海道 ⻑部 悠 函館ピア ⻑部 悠
38 bye
39 bye 梅川 友
40 東京都 梅川 友 ( 9〜12 ) 狛江インドアジュニアATPチーム
41 東京都 ⿑藤 壱知 ( 13〜16 ) 昭和の森JTS　 ⿑藤 壱知
42 bye
43 bye 川畑 遼真
44 千葉県 川畑 遼真 千葉県テニス協会
45 神奈川県 野⽥ 悠⼼ レニックステニススクール
46 宮崎県 濱⽥ 隼 ライジングサンHJC
47 bye 松尾 拓時
48 神奈川県 松尾 拓時 ( 3〜4 ) HKTA
49 東京都 川村 准椰 ( 5〜8 ) 多摩ジュニアテニスクラブ 川村 准椰
50 bye
51 bye 上野 優元
52 愛知県 上野 優元 ミズノテニスグラブ
53 神奈川県 ⻄岡 晃佑 東急あざみ野テニスガーデン ⻄岡 晃佑
54 bye
55 bye 児島 湊
56 東京都 児島 湊 ( 9〜12 ) 桜⽥テニスカレッジ
57 愛知県 可知 勇⼈ ( 13〜16 ) TIPS 可知 勇⼈
58 bye
59 bye 遠藤 栞吾
60 神奈川県 遠藤 栞吾 荏原SSC
61 三重県 隈元 航太郎 SSGスポーツクラブテニスアカデミー
62 神奈川県 ⼩林 叶⼈ Ampersand tennis academy
63 bye ⽇野 陽介
64 東京都 ⽇野 陽介 ( 2 ) ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ

Seed



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 13th
⼥⼦シングルス 10歳以下

Name 1R 2R SF F

1 愛知県 駒⽥ 唯⾐ ( 1 ) GITC 駒⽥ 唯⾐

2 bye

   

3 埼⽟県 ⼩野 果南 ロイヤルSCテニスクラブ

   

4 東京都 吉⽥ 真維花 ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ

   

5 神奈川県 ⼭下 瑚々 ( 3〜4 ) ダンロップテニススクール根岸

   

6 東京都 岩佐 綾⾹ 桜⽥倶楽部

   

7 埼⽟県 ⼤川 さくら ブリヂストンテニスハウス新所沢

   

CHAMPION

8 東京都 村井 芽⾐亜 TOPインドアステージ多摩

   

9 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

   

10 兵庫県 塩⾒ 渚 ノアTA垂⽔

   

11 東京都 嶋⽥ みか 狛江インドアジュニアATPチーム

   

12 三重県 ⼤⽊ 瑠那 ( 3〜4 ) 三重グリーンテニスクラブ

   

13 東京都 勝瑞 理⼦ Team REC

   

14 福井県 坂川 舞桜 winner

   

15 東京都 ⼩坂 優⽉ 多摩ジュニアテニスクラブ

   

16 神奈川県 河野 あおい ( 2 ) ⼤島フラワーテニスガーデン

   

Seed



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 13th
男⼦シングルス 12歳以下

Name 1R 2R 3R 4R 5R SF

1 神奈川県 ⼩林 ⼤空 ( 1 ) Team YUKA ⼩林 ⼤空
2 bye    F
3 神奈川県 相原 汰晴 SSAイザワ    CHAMPION
4 東京都 森本 悠央 東京都テニス協会    A
5 東京都 當仲 凛⼰ S.ONE ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 當仲 凛⼰    B
6 bye    
7 bye 神尾 教介    
8 千葉県 神尾 教介 アルドールテニスステージ    
9 東京都 林 優成 橘テニスアカデミー 林 優成    

10 bye    
11 ⼭梨県 中野 拓翔 エストテニスクラブ    
12 東京都 草野 翼 Team 310V    
13 神奈川県 皆本 ⼒丸 ⼤磯テニスアカデミー    
14 東京都 前⽥ 蒼葉 フェアリーテニスフォーラム    
15 bye 鈴⽊ 瑛太    
16 東京都 鈴⽊ 瑛太 ( 13〜16 ) ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    
17 東京都 ⾼井 優有 ( 9〜12 ) 狛江インドアジュニアATPチーム ⾼井 優有    
18 bye    
19 京都府 塚本 優⼈ ハロースポーツTS    
20 東京都 ⽥中 恵⼤ 東京グリーンヒルズ    
21 神奈川県 平林 翼 京王⾚城アカデミー 平林 翼    
22 bye    
23 bye 徳武 結⼈    
24 東京都 徳武 結⼈ 緑ヶ丘テニスガーデン    
25 東京都 宮澤 聡祐 ニッケコルトンテニスガーデン 宮澤 聡祐    
26 bye    
27 bye ⽯井 貴哉    
28 熊本県 ⽯井 貴哉 Vivaファミリア    
29 岡⼭県 ⼩野⽥ 陽太 TC ART    
30 東京都 ⽴花 涼 ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    
31 bye ⼊倉 嶺    A
32 東京都 ⼊倉 嶺 ( 5〜8 ) 荏原SSC    
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    
34 bye    
35 東京都 関⼝ 温⼈ kテニススクール    
36 埼⽟県 ⼭本 翔太郎 Ｆテニス    
37 熊本県 中島 幸哉 RKKルーデンス 中島 幸哉    
38 bye    
39 bye 江頭 俊    
40 東京都 江頭 俊 ⾃由ガ丘インターナショナルカレッジ    
41 東京都 名和 実祥 D-tennis. 名和 実祥    
42 bye    
43 東京都 横野 賢吾 S.ONEグリーンテニスクラブ    
44 神奈川県 ⾚⽻ 志道 ダンロップ テニススクール根岸    
45 東京都 宮本 環 ⽬⿊テニスクラブ    
46 埼⽟県 草島 康太 グリーンテニスプラザ    
47 bye ⽯井 佑樹    
48 神奈川県 ⽯井 佑樹 ( 13〜16 ) ⼩⽥原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾃﾆｽｽｸｰﾙ    
49 静岡県 椎名 惇気 ( 9〜12 ) アクトスポーツクラブ 椎名 惇気    
50 bye    
51 ⾹川県 徳倉 海都 屋島テニスクラブ    
52 東京都 代⽥ 健太郎 南町⽥インターナショナルテニスカレッジ    
53 東京都 ⽥⼝ 創梧 ビッグKひまわり    
54 ⾼知県 ⼭下 真歩路 奈半利⼩学校    
55 bye 末岡 太⼀    
56 東京都 末岡 太⼀ 昭和の森ジュニアテニススクール    
57 愛知県 蟹江 皓貴 覚王⼭TC 蟹江 皓貴    
58 bye    
59 bye 上鶴 玲宇    
60 東京都 上鶴 玲宇 ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ    
61 千葉県 ⼤場 陸 アルドールTS    
62 神奈川県 松本 潤 ICHIKATSU TENNIS ACADEMY    
63 bye 池⽥ 優    
64 東京都 池⽥ 優 ( 5〜8 ) Val    

Seed



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 13th
男⼦シングルス 12歳以下

Name 1R 2R 3R 4R 5R SFSeed

65 東京都 川井 ⼩太郎 ( 5〜8 ) フミヤエース市川テニスアカデミー 川井 ⼩太郎
66 bye    
67 東京都 フォークス サンティアゴ 狛江インドアジュニアATPチーム    
68 北海道 ⼩野 樹季 Line' s Collect. TT    
69 東京都 太⽥ 葵葉 狛江インドアジュニアATPチーム 太⽥ 葵葉    
70 bye    
71 bye 縣 泰駕    
72 神奈川県 縣 泰駕 S.ONEグリーンテニスクラブ    
73 東京都 三好 悠⽃ 東京都テニス協会 三好 悠⽃    
74 bye    
75 千葉県 浅⾒ 雄蔵 ニッケコルトンテニスガーデン    
76 京都府 ⻑友 春鷹 ダイヤモンドTC学園前    
77 ⼭梨県 保坂 ⻁太郎 エストテニスクラブ    
78 東京都 塩路 雅喜 Team310V    
79 bye 天野 雄太    
80 東京都 天野 雄太 ( 9〜12 ) ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    
81 神奈川県 七⽥ 猛 ( 13〜16 ) 荏原SSC 七⽥ 猛    
82 bye    
83 ⼭⼝県 中島 ⼤悟 ⼤和オレンジボールTC    
84 東京都 ⽊村 陽翔 ビッグK    
85 東京都 久保 哉⼈ 東宝調布テニスクラブ    
86 兵庫県 ⽚⼭ 琉空 芦屋シーサイドテニス    
87 bye ⾚⽻ 拓⾶    
88 東京都 ⾚⽻ 拓⾶ 桜⽥倶楽部    
89 神奈川県 持麾 光平 YSC 持麾 光平    
90 bye    
91 bye 上野 永遠    
92 沖縄県 上野 永遠 TCミュ    
93 福岡県 平野 朝陽 T-style26 TENNIS CLUB.    
94 東京都 清⽔ 雅弘 ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    
95 bye ⻘⽊ 智志    B
96 岐⾩県 ⻘⽊ 智志 ( 3〜4 ) HIDEテニスアカデミー    
97 東京都 岡⽥ 陽琉 ( 5〜8 ) JITC 岡⽥ 陽琉    
98 bye    
99 神奈川県 ⼭⼝ 蒼⼠郎 Ampersand Tennis Academy    

100 広島県 住⽥ 涼成 みなみ坂テニススクール    
101 千葉県 戒⽥ 隆隼 fellows sports 戒⽥ 隆隼    
102 bye    
103 bye 樫原 光    
104 東京都 樫原 光 狛江インドアジュニアATPチーム    
105 東京都 加藤 僚⼀郎 東京都テニス協会 加藤 僚⼀郎    
106 bye    
107 bye ⽮澤 琉伊    
108 埼⽟県 ⽮澤 琉伊 グリーンテニスプラザ    
109 東京都 岩崎 礼 ダンロップテニススクール根岸    
110 ⿃取県 ⽶本 叶芽 遊ポートTC    
111 bye 豊福 ⼀⽣    
112 東京都 豊福 ⼀⽣ ( 9〜12 ) ⽬⿊テニスクラブ    
113 神奈川県 笠利 理⼈ ( 13〜16 ) 神奈中テニススクール 笠利 理⼈    
114 bye    
115 東京都 新井 輝⼀郎 ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    
116 愛知県 ⻄⼭ ⼤樹 ⻄尾LTC    
117 神奈川県 和知 理⽣ 橘テニスアカデミー    
118 北海道 中津川 舜介 ウィング    
119 bye 永野 快    
120 神奈川県 永野 快 アンパサンドテニスアカデミー    
121 東京都 荒⽊ 琉翔 VIP Tennis Academy 荒⽊ 琉翔    
122 bye    
123 bye 渡邉 栞太    
124 広島県 渡邉 栞太 Tension    
125 北海道 ⼩松 奏翔 SFC    
126 東京都 加藤 啓吾 ⾃由ヶ丘インターナショナルテニスカレッジ    
127 bye 義基 耀    
128 三重県 義基 耀 ( 2 ) 三重グリーンTC    



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 13th
⼥⼦シングルス 12歳以下

Name 1R 2R 3R 4R SF F

1 東京都 佐脇 京 ( 1 ) 東京都テニス協会 佐脇 京
2 bye    
3 千葉県 ⼤城 花⾳ フミヤエース市川TA    
4 東京都 ⼩菅 美緒 ICHIKATSU TENNIS ACADEMY    
5 三重県 中⼭ 結菜 リンクス鈴⿅ 中⼭ 結菜    
6 bye    
7 bye 中島 杏⼦    
8 東京都 中島 杏⼦ ( 13〜16 ) 東京都テニス協会    
9 東京都 鈴⽊ 裟羅 ( 9〜12 ) 昭和の森テニススクール 鈴⽊ 裟羅    

10 bye    
11 東京都 佐々⽊ ⼼詩 毎⽇庭球⽇    
12 埼⽟県 清⽔ 眞⾐ テニスランド上尾    
13 愛知県 ⼤⻄ 唯菜 STSS    
14 東京都 ⻫藤 寧 ウィニングショット    
15 bye 井出 璃々菜    
16 神奈川県 井出 璃々菜 ( 5〜8 ) ⼤磯テニスアカデミー    
17 埼⽟県 島村 桜良 ( 3〜4 ) グリーンテニスプラザ 島村 桜良    
18 bye    
19 東京都 宮⽥ 琴⽻ 京王⾚城アカデミー    
20 神奈川県 成⽥ 彩夏 橘テニスアカデミー    
21 千葉県 儀同 美⽉ 志津テニスクラブ 儀同 美⽉    
22 bye    
23 bye ⼭⽥ 眞帆    
24 東京都 ⼭⽥ 眞帆 ( 13〜16 ) ⽬⿊テニスクラブ    
25 東京都 池⾕ 茉利⼦ ( 9〜12 ) 若林テニスクラブ 池⾕ 茉利⼦    
26 bye    
27 bye ⼤込 莉⼦    
28 千葉県 ⼤込 莉⼦ fellows sports    
29 東京都 ⼩杉 梨緒 ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    
30 神奈川県 ⼩澤 梨杏 ダンロップテニススクール根岸    
31 bye 坂元 七海    CHAMPION
32 滋賀県 坂元 七海 ( 5〜8 ) パブリックテニスイングランド    
33 神奈川県 柴沼 奈央 ( 5〜8 ) S.ONEグリーンテニスクラブ 柴沼 奈央    
34 bye    
35 東京都 中島 もえ⾹ 桜台庭球塾    
36 神奈川県 坂⽥ 彩名 あざみ野ローンテニスチーム    
37 埼⽟県 三枝 夏⼦ 与野テニスクラブ 三枝 夏⼦    
38 bye    
39 bye 奥本 紗菜    
40 東京都 奥本 紗菜 ( 9〜12 ) VIP Tennis Academy    
41 東京都 桂 ゆい ( 13〜16 ) ICHIKATSU TENNIS ACADEMY 桂 ゆい    
42 bye    
43 bye 春⽇ 彩杏    
44 ⻑野県 春⽇ 彩杏 荒神⼭テニススクール    
45 東京都 鵜川 史瑛 たちかわＪＴＡ    
46 神奈川県 遠藤 寛果 エンドウテニススクール    
47 bye 市岡 梓奈    
48 埼⽟県 市岡 梓奈 ( 3〜4 ) グリーンテニスプラザ    
49 千葉県 浜⽥ まりん ( 5〜8 ) HIT 浜⽥ まりん    
50 bye    
51 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    
52 神奈川県 中村 優⾐ 橘テニスアカデミー    
53 千葉県 安⽥ 梨夏 Fellows SPORTS    
54 東京都 ⼭⽥ 悠乃 三菱養和テニススクール    
55 bye 塚本 彩⽇    
56 埼⽟県 塚本 彩⽇ ( 9〜12 ) ブリヂストンテニスハウス新所沢    
57 愛知県 前⽥ 桃⼦ ( 13〜16 ) 茨⽊テニスクラブ 前⽥ 桃⼦    
58 bye    
59 bye 森 かな    
60 東京都 森 かな ⼤正セントラルテニススクール⽬⽩    
61 東京都 ⿃居 寧々 VIP TENNIS ACADEMY    
62 神奈川県 梅原 南 ⼤島フラワーテニスガーデン    
63 bye ⽇野 桜    
64 東京都 ⽇野 桜 ( 2 ) ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ    

Seed



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 13th
男⼦シングルス 14歳以下

Name 1R 2R 3R 4R 5R SF

1 東京都 佐野 慧 ( 1 ) MTSテニスアリーナ三鷹 佐野 慧
2 bye    F
3 新潟県 宮原 悠 北信越テニス協会    CHAMPION
4 東京都 中村 光希 はちおうじ庭球塾    A
5 東京都 飯⽥ 信⽮ ⼤正セントラルテニスクラブ⽬⽩ 飯⽥ 信⽮    B
6 bye    
7 bye 岡⽥ 宗    
8 神奈川県 岡⽥ 宗 荏原SSC    
9 神奈川県 関 佑⽃ リビエラ逗⼦マリーナテニススクール 関 佑⽃    

10 bye    
11 東京都 上嶋 耕史 ユニバーサルテニススクール南⼤沢    
12 北海道 熊⾕ 匠真 宮の森SC    
13 東京都 北尾 陽哉 ⽬⿊テニスクラブ    
14 宮城県 安藤 透真 ニューフロンティアテニスクラブ    
15 bye 松岡 輝    
16 神奈川県 松岡 輝 ( 13〜16 ) Ampersand Tennis Academy    
17 神奈川県 今野 ⼤志 ( 9〜12 ) 神奈中テニススクール 今野 ⼤志    
18 bye    
19 千葉県 中島 温⼤ 志津テニスクラブ    
20 ⼭梨県 内藤 嵩登 エストテニスクラブ    
21 神奈川県 ⽯井 徳 YITC ⽯井 徳    
22 bye    
23 bye 尾通 正章    
24 ⼤阪府 尾通 正章 tennis egg くずは    
25 愛知県 平⼿ 信之介 N.Tennis Academy 平⼿ 信之介    
26 bye    
27 bye 荒地 奨    
28 東京都 荒地 奨 ICHIKATSU TENNIS ACADEMY    
29 埼⽟県 ⼩沢 英 レイムテニスセンター    
30 東京都 由⽐ 雄⼤ 緑ヶ丘テニスガーデン    
31 bye 清野 皓貴    A
32 岐⾩県 清野 皓貴 ( 5〜8 ) 関スポーツ塾.T    
33 東京都 池⾕ 拓真 ( 3〜4 ) 若林テニスクラブ 池⾕ 拓真    
34 bye    
35 広島県 信原 世昂 庭球館    
36 東京都 ⼤島シェア ⼤凱 京王⾚城テニスアカデミー    
37 埼⽟県 ⾼橋 ⼤樹 ⽯井真テニスアカデミー ⾼橋 ⼤樹    
38 bye    
39 bye 杉⼭ 天勇    
40 愛知県 杉⼭ 天勇 TEAM KOMADA    
41 茨城県 ⽥中 佑采 ロイヤルSCテニスクラブ ⽥中 佑采    
42 bye    
43 bye ⻄⼭ ⼤和    
44 岡⼭県 ⻄⼭ ⼤和 ラスタットテニスクラブ    
45 北海道 川⾕ 俊輔 ミントTS    
46 東京都 ⽥村 爽 ひろせテニススクール    
47 bye 宮城 颯侑太    
48 東京都 宮城 颯侑太 ( 13〜16 ) 篠崎第⼆中学校    
49 愛知県 ⼤⻄ 陽也 ( 9〜12 ) STSS ⼤⻄ 陽也    
50 bye    
51 神奈川県 光永 悠太 桐光学園中学校    
52 東京都 渡邉 琉晟 成城ジュニアテニスアカデミー    
53 ⿃取県 ⼟海 悠太 境港ジュニア ⼟海 悠太    
54 bye    
55 bye ⾦⾕ 明汰    
56 宮城県 ⾦⾕ 明汰 泉パークタウン    
57 埼⽟県 加⽻澤 ⿓之介 上尾テニスクラブ 加⽻澤 ⿓之介    
58 bye    
59 bye 吉村 拓海    
60 島根県 吉村 拓海 ＪＴＣ    
61 神奈川県 佐藤 将真 Val    
62 兵庫県 ⼤浦 蒼唯 A&F    
63 bye コーディエ アルセーヌ敬⼤    
64 神奈川県 コーディエ アルセーヌ敬⼤ ( 5〜8 ) Team YUKA    

Seed



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 13th
男⼦シングルス 14歳以下

Name 1R 2R 3R 4R 5R SFSeed

65 愛知県 ⽔野 晴貴 ( 5〜8 ) 若鳩インドアテニスクラブ ⽔野 晴貴
66 bye    
67 埼⽟県 ⾼橋 優輝 レイムテニスセンター    
68 東京都 中⼭ 雄暉 緑ヶ丘テニスガーデン    
69 徳島県 武村 勇輝 テニスアリーナガーデン 武村 勇輝    
70 bye    
71 bye Law-Smith Dylan    
72 東京都 Law-Smith Dylan 京王⾚城アカデミー    
73 ⼭梨県 伊藤 洋⼀郎 エストテニスクラブ 伊藤 洋⼀郎    
74 bye    
75 bye 渡邉 慧    
76 神奈川県 渡邉 慧 Ampersand Tennis Academy    
77 東京都 笠井 祐⽃ レテテニススクール    
78 北海道 泉澤 伽誠 ライジング    
79 bye ⽩井 幸太朗    
80 愛知県 ⽩井 幸太朗 ( 9〜12 ) たけがわ    
81 愛知県 ⼤倉 開 ( 13〜16 ) 佐々JTS ⼤倉 開    
82 bye    
83 東京都 鶴岡 利騎丸 三菱養和テニススクール    
84 ⼤阪府 築地 天⾺ 星⽥テニスクラブ    
85 滋賀県 戌亥 ⼀真 パブリックテニスイングランド 戌亥 ⼀真    
86 bye    
87 bye ⼩野寺 ⼤鷹    
88 神奈川県 ⼩野寺 ⼤鷹 テニスカレッジやよい台    
89 東京都 加藤 侑 インドアテニススクールNAS光が丘 加藤 侑    
90 bye    
91 bye 佐藤 遙太    
92 神奈川県 佐藤 遙太 YSC    
93 千葉県 ⻑沼 悠貴 VOTA    
94 神奈川県 ⾼橋 秀介 SHOW.T.P    
95 bye ⾕ 光流    B
96 東京都 ⾕ 光流 ( 3〜4 ) 武蔵野ドームテニススクール    
97 埼⽟県 名⽣ ⼤和 ( 5〜8 ) ⼤原中学校 名⽣ ⼤和    
98 bye    
99 千葉県 今井 叶達 IHSMテニスアリーナ松⼾    

100 福岡県 古賀 成 柳川⾼校JTC    
101 東京都 ⽯⽥ 恭介 ⼤正セントラルテニスクラブ⽬⽩ ⽯⽥ 恭介    
102 bye    
103 bye 森本 碧瑛    
104 神奈川県 森本 碧瑛 神奈中テニススクール    
105 神奈川県 宮嶋 唯⼈ 荏原SSC 宮嶋 唯⼈    
106 bye    
107 bye 加地 秀成    
108 愛知県 加地 秀成 ⻯美丘TC    
109 東京都 栗⼭ 耕司郎 はちおうじ庭球塾    
110 愛知県 ⽮内 ⼤祐 南愛知テニスドーム    
111 bye 横野 悠輝    
112 東京都 横野 悠輝 ( 9〜12 ) S.ONEグリーンテニスクラブ    
113 東京都 吉村 慎之亮 ( 13〜16 ) ⽬⿊テニスクラブ 吉村 慎之亮    
114 bye    
115 埼⽟県 五反⽥ 光稀 ブリヂストンテニスハウス新所沢    
116 愛知県 村上 蔵仁 名古屋LTC    
117 東京都 ⽯ケ森 鉄平 橘テニスアカデミー ⽯ケ森 鉄平    
118 bye    
119 bye 福嶋 結志    
120 福島県 福嶋 結志 アパーステニスクラブ    
121 東京都 酒井 楓 ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 酒井 楓    
122 bye    
123 bye 柳 忠慶    
124 岐⾩県 柳 忠慶 WIM岐⾩    
125 新潟県 加藤 ⼤暉 Ｔ&Ｓ新発⽥インドアテニスクラブ    
126 広島県 広瀬 貴章 HIROテニスプランニング    
127 bye 太⽥ 瑛主    
128 愛知県 太⽥ 瑛主 ( 2 ) STSS    



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 13th
⼥⼦シングルス 14歳以下

Name 1R 2R 3R 4R SF F

1 東京都 深井 カエラ ( 1 ) テニスアカデミーＳＥＣＧ 深井 カエラ
2 bye    
3 千葉県 ⾼橋 ⾥依 毎⽇庭球⽇    
4 愛知県 鈴⽊ 陽葉 チェリーTC    
5 東京都 江塚 知⾥ たちかわJTA 江塚 知⾥    
6 bye    
7 bye 森下 ⽉琴    
8 京都府 森下 ⽉琴 ( 13〜16 ) パブリックテニス宝ヶ池    
9 東京都 新野 涼花 ( 9〜12 ) Ampersand Tennis Academy 新野 涼花    

10 bye    
11 静岡県 ⽥原 優 ミナミテニスクラブ    
12 東京都 岸野 瑛真 京王⾚城アカデミー    
13 神奈川県 坂倉 有海 ウエスト横浜テニスクラブ    
14 千葉県 川畑 美⽉ VOTA    
15 bye ⼤川 りこ    
16 静岡県 ⼤川 りこ ( 5〜8 ) あおやま庭球塾    
17 東京都 熊⾕ 優菜 ( 3〜4 ) TAI Tennis School 熊⾕ 優菜    
18 bye    
19 愛知県 梶家 ⾳花 SHOW.T.P    
20 東京都 深瀬 涼⼦ TAI Tennis School    
21 埼⽟県 池⽻ 真菜 レイムテニスセンター 池⽻ 真菜    
22 bye    
23 bye 宮本 遙    
24 神奈川県 宮本 遙 ( 13〜16 ) ⼤島フラワーテニスガーデン    
25 東京都 藤堂 藍 ( 9〜12 ) テニスアカデミーSECG 藤堂 藍    
26 bye    
27 bye 村井 柚⼦⾹    
28 静岡県 村井 柚⼦⾹ さくらテニスクラブ    
29 埼⽟県 ⼤川 あい ブリヂストンテニスハウス新所沢    
30 愛知県 ⼭内 華乃 チェリーTC    
31 bye 畑⽥ こころ    CHAMPION
32 東京都 畑⽥ こころ ( 5〜8 ) 毎⽇庭球⽇    
33 東京都 ⼭倉 実桜 ( 5〜8 ) CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS ⼭倉 実桜    
34 bye    
35 三重県 堤 咲弥 三重ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ    
36 東京都 ⽥村 いろは ビッグK    
37 神奈川県 明本 環菜 クリエイトTA 明本 環菜    
38 bye    
39 bye 渡辺 ソフィア    
40 ⼤阪府 渡辺 ソフィア ( 9〜12 ) TEAMSTUFF    
41 ⼭梨県 内藤 綾萌 ( 13〜16 ) エストテニスクラブ 内藤 綾萌    
42 bye    
43 bye 堤 葵    
44 東京都 堤 葵 桜台庭球塾    
45 岡⼭県 廣澤 真伊 アサヒTC    
46 千葉県 服部 華奈 TAKE3    
47 bye ⾥ 菜央    
48 静岡県 ⾥ 菜央 ( 3〜4 ) アクトスポーツクラブ    
49 東京都 ⼭上 夏季 ( 5〜8 ) TAI Tennis School ⼭上 夏季    
50 bye    
51 愛知県 ⽊村 美柚 南⼭中⼥⼦部    
52 東京都 神村 京花 昭和の森ジュニアテニススクール    
53 岡⼭県 ⻲⼭ 華⼦ ノアテニスアカデミー倉敷 ⻲⼭ 華⼦    
54 bye    
55 bye ⼩峰 千明    
56 東京都 ⼩峰 千明 ( 9〜12 ) H.Y.S    
57 神奈川県 中島 恵美 ( 13〜16 ) レニックステニススクール 中島 恵美    
58 bye    
59 bye 平畠 真⾳    
60 徳島県 平畠 真⾳ テニスアリーナガーデン    
61 岡⼭県 ⽚⼭ 実玖 TC ART    
62 東京都 近藤 海⾥ ICHIKATSU TENNIS ACADEMY    
63 bye 中久⽊ 陽奈    
64 三重県 中久⽊ 陽奈 ( 2 ) ニックインドアテニスカレッジ    

Seed



JAPAN JUNIOR TENNIS TOUR CHAMPIONS 13th
男⼦シングルス 16歳以下

Name 1R 2R 3R 4R 5R SF

1 栃⽊県 ⼤沼 広季 ( 1 ) リバーテニススクール ⼤沼 広季
2 bye    F
3 東京都 寺内 ⼤志 京王⾚城テニスアカデミー    CHAMPION
4 愛知県 森 ⾐吹 名経⼤市邨中学    A
5 愛知県 藤岡 呂嵩 ⻄尾LTC 藤岡 呂嵩    B
6 bye    
7 bye 飯⽥ 康⽣    
8 東京都 飯⽥ 康⽣ 国⽴グリーンヒルテニスクラブ    
9 東京都 藤本 ⼤地 ロイヤルSCテニスクラブ 藤本 ⼤地    

10 bye    
11 bye 佐野 瑛治    
12 静岡県 佐野 瑛治 ミナミテニスクラブ    
13 神奈川県 吉池 悠輝 ⽇本⼤学藤沢中学校 吉池 悠輝    
14 bye    
15 bye ⿑藤 天真    
16 東京都 ⿑藤 天真 ( 13〜16 ) 昭和の森JTS    
17 神奈川県 鈴⽊ 凛太郎 ( 9〜12 ) Ampersand Tennis Academy 鈴⽊ 凛太郎    
18 bye    
19 bye 加澤 悠真    
20 千葉県 加澤 悠真 フミヤエース市川テニスアカデミー    
21 佐賀県 福原 聡⾺ 太閤ＴＣ 福原 聡⾺    
22 bye    
23 bye 冨倉 有    
24 神奈川県 冨倉 有 クリエイトTA    
25 千葉県 ⾥村 陽 アルドールテニスステージ ⾥村 陽    
26 bye    
27 bye ⻑縄 達也    
28 岐⾩県 ⻑縄 達也 TA-NOBU    
29 東京都 坂牧 亮太朗 京王⾚城アカデミー 坂牧 亮太朗    
30 bye    
31 bye 杉浦 正豊    A
32 神奈川県 杉浦 正豊 ( 5〜8 ) ラック港南台TG    
33 東京都 ⼭本 ⼣暉 ( 3〜4 ) フィールテニススクール⼤森 ⼭本 ⼣暉    
34 bye    
35 千葉県 勝畑 優作 SGジュニアテニスアカデミー⼋千代    
36 東京都 笠井 達哉 レテテニススクール    
37 愛知県 福⽥ 穣為 南愛知テニスドーム 福⽥ 穣為    
38 bye    
39 bye 宮⽥ 康太郎    
40 東京都 宮⽥ 康太郎 ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ    
41 神奈川県 佐⼟原 良維 あざみ野ローンテニスチーム 佐⼟原 良維    
42 bye    
43 bye 酒井 和    
44 広島県 酒井 和 やすいそ庭球部    
45 神奈川県 清⽔ ⼤空 ウエスト横浜テニスクラブ 清⽔ ⼤空    
46 bye    
47 bye ⾓⽥ ⻁太朗    
48 東京都 ⾓⽥ ⻁太朗 ( 13〜16 ) コートピア⼤泉テニスクラブ    
49 神奈川県 都丸 桜汰 ( 9〜12 ) Ampersand Tennis Academy 都丸 桜汰    
50 bye    
51 bye 櫻井 洸平    
52 東京都 櫻井 洸平 成城ジュニアテニスアカデミー    
53 神奈川県 鈴⽊ 悠真 関東学院六浦⾼校 鈴⽊ 悠真    
54 bye    
55 bye 酒井 ⼤輔    
56 東京都 酒井 ⼤輔 ⾼輪学園    
57 東京都 ⽴野 桜成 有明JTA ⽴野 桜成    
58 bye    
59 bye ⻑野 光希    
60 兵庫県 ⻑野 光希 TASU-club    
61 ⻑野県 岩下 健⼈ m&m JTA    
62 千葉県 諸富 丈⼤ ARDOR T.S    
63 bye ⾕川 圭⽃    
64 神奈川県 ⾕川 圭⽃ ( 5〜8 ) ⼤島フラワーテニスガーデン    

Seed
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65 神奈川県 ⼭⽥ 悠⽃ ( 5〜8 ) K-powersテニスアカデミー北新横浜 ⼭⽥ 悠⽃
66 bye    
67 東京都 横⼭ ⼤華 レテテニススクール    
68 愛知県 菅野 陸 南愛知テニスドーム    
69 東京都 ⻄原 昂佑 ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ ⻄原 昂佑    
70 bye    
71 bye 佐々⽊ 聖樹    
72 神奈川県 佐々⽊ 聖樹 あざみ野ローンテニスチーム    
73 岡⼭県 ⻑尾 治紀 ラスタットテニスクラブ ⻑尾 治紀    
74 bye    
75 bye 井上 智貴    
76 東京都 井上 智貴 ⽴川ジュニアテニスアカデミー    
77 神奈川県 南 雄仁 メガロス横濱 南 雄仁    
78 bye    
79 bye 宇野 雄太郎    
80 東京都 宇野 雄太郎 ( 9〜12 ) 登⼾サンライズテニスコート    
81 埼⽟県 沼崎 正志 ( 13〜16 ) 坂⼾テニススクール 沼崎 正志    
82 bye    
83 bye 久保⽥ 陽⽴    
84 神奈川県 久保⽥ 陽⽴ 湘南ローンテニスクラブ    
85 千葉県 平野 貴千 楠クラブ 平野 貴千    
86 bye    
87 bye 陣内 ⼤輝    
88 兵庫県 陣内 ⼤輝 神村学園神⼾    
89 愛知県 永⽥ 広⼤ インドアテニス⼀宮 永⽥ 広⼤    
90 bye    
91 bye 原⽥ 朗    
92 神奈川県 原⽥ 朗 YITC    
93 神奈川県 永井 優輝 Team YUKA    
94 千葉県 稲葉 慎太郎 KION南市川    
95 bye ⾺塲 葵平    B
96 東京都 ⾺塲 葵平 ( 3〜4 ) ビッグK    
97 神奈川県 ⿊崎 真叶 ( 5〜8 ) 希望が丘テニススクール ⿊崎 真叶    
98 bye    
99 東京都 アィウン ナッソー 京王⾚城アカデミー    

100 愛知県 鈴⽊ ⼤翔 名経⼤⾼蔵中学    
101 愛知県 菊池 航太朗 ⻄尾LTC 菊池 航太朗    
102 bye    
103 bye 古⽥ 颯嗣    
104 東京都 古⽥ 颯嗣 国⽴グリーンヒルユニバーサルテニススクール    
105 三重県 松本 歩輝 ロングウッド鈴⿅ 松本 歩輝    
106 bye    
107 bye 武井 裕貴    
108 神奈川県 武井 裕貴 松原TC横浜    
109 東京都 丹野 ⿓之介 ユニバーサルテニススクール南⼤沢 丹野 ⿓之介    
110 bye    
111 bye 渡邉 ⼤善    
112 神奈川県 渡邉 ⼤善 ( 9〜12 ) Ampersand Tennis Academy    
113 神奈川県 ⽮野 ⿓雅 ( 13〜16 ) 荏原SSC ⽮野 ⿓雅    
114 bye    
115 bye サザーランド 成⽃    
116 東京都 サザーランド 成⽃ フェリエインドアテニスクラブ    
117 東京都 宇野 啓志郎 東宝調布テニスクラブ 宇野 啓志郎    
118 bye    
119 bye 寺井 敬祐    
120 神奈川県 寺井 敬祐 セブンカルチャークラブ相模原    
121 東京都 服部 ⼀慧 有明ジュニアテニスアカデミー 服部 ⼀慧    
122 bye    
123 bye 新川 朝⽇    
124 埼⽟県 新川 朝⽇ S.I.T.A    
125 福岡県 久我 浩貴 TEAM－I    
126 埼⽟県 澤⽥ ⼀翔 F　テニス    
127 bye 井出 諒太    
128 神奈川県 井出 諒太 ( 2 ) 富⼠⾒テニスクラブ    
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1 東京都 ⿇⽣ 花 ( 1 ) ユニバーサルテニススクール南⼤沢 ⿇⽣ 花

2 bye
   

3 愛知県 前⽥ 菜⽉ 茨⽊テニスクラブ
   

4 東京都 ⾼⽥ 佳那 登⼾サンライズ
   

5 東京都 北島 かたり コスモテニスカレッヂ
   

6 埼⽟県 平⼝ 桜紀 アクロステニスアカデミー
   

7 bye 岩﨑 りら
   

8 神奈川県 岩﨑 りら ( 5〜8 ) 東急あざみ野テニスガーデン
   

9 三重県 義基 慧 ( 3〜4 ) 三重グリーンTC 義基 慧
   

10 bye
   

11 東京都 中本 明希 レテテニススクール
   

12 茨城県 改⽥ 明優 CSJ
   

13 神奈川県 須藤 ⾥菜 上郷中学校
   

14 京都府 ⿃⽻ ひより パブリックテニス宝ヶ池
   

15 bye 嘉⾨ 紅⾳
   

CHAMPION

16 東京都 嘉⾨ 紅⾳ ( 5〜8 ) Team REC
   

17 愛知県 ⼤森 美桜 ( 5〜8 ) ⻯美丘テニスクラブ
   

18 東京都 本畑 諒⼦ JITC
   

19 島根県 上⼭ ⼣貴 開星中学
   

20 宮城県 佐藤 ひかり R-PROJECT TENNIS ACADEMY

   

21 兵庫県 ⻑井 美果 ⻄宮テニスクラブ
   

22 東京都 奥 翠 緑ヶ丘テニスガーデン
   

23 bye ⼭⽥ 彩萌
   

24 愛知県 ⼭⽥ 彩萌 ( 3〜4 ) 名古屋LTC
   

25 東京都 室⼭ 愛⼦ ( 5〜8 ) ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ 室⼭ 愛⼦
   

26 bye
   

27 愛知県 ⼩野塚 凛 茨⽊テニスクラブ
   

28 神奈川県 浅井 渚 鵠沼平本ガーデンコート
   

29 新潟県 三吉 未優 Ｔ＆Ｓ新発⽥ＩＴＳ
   

30 埼⽟県 氷室 遥嘉 H.Y.S
   

31 bye ⾦丸 ⽇菜⼦
   

32 神奈川県 ⾦丸 ⽇菜⼦ ( 2 ) 桐蔭学園中学校
   

Seed
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Name 1R 2R 3R 4R SF F

1 神奈川県 堀池 哲平 ( 1 ) ⻘⼭学院⾼等部 堀池 哲平
2 bye    
3 神奈川県 ⽔野 練 ラックテニスガーデン    
4 東京都 ⽔島 駿陸 サリュートテニス専⾨学院    
5 神奈川県 南 貴翔 メガロス横濱 南 貴翔    
6 bye    
7 bye 宮本 太陽    
8 東京都 宮本 太陽 ( 13〜16 ) ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    
9 東京都 権 瑜秦 ( 9〜12 ) 有明ジュニアテニスアカデミー 権 瑜秦    

10 bye    
11 bye 松⽥ ⼀優    
12 神奈川県 松⽥ ⼀優 荏原ssc    
13 愛知県 太⽥ 迪孝 愛知県⽴名古屋⻄⾼等学校 太⽥ 迪孝    
14 bye    
15 bye 佐藤 史弥    
16 東京都 佐藤 史弥 ( 5〜8 ) JITC    
17 京都府 森下 桐⾐ ( 3〜4 ) 北陸⾼等学校 森下 桐⾐    
18 bye    
19 東京都 渋川 直希 D-tennis.    
20 神奈川県 平林 隆太郎 横浜緑ヶ丘⾼校    
21 東京都 ⻘柳 マーク ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ ⻘柳 マーク    
22 bye    
23 bye 増⽥ 漣    
24 千葉県 増⽥ 漣 ( 13〜16 ) フミヤエース市川テニスアカデミー    
25 茨城県 関⼭ 愁翔 ( 9〜12 ) 茨城キリスト教学園⾼等学校 関⼭ 愁翔    
26 bye    
27 bye 冨⽥ 恵愛    
28 東京都 冨⽥ 恵愛 ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校    
29 神奈川県 尾崎 玲⾳ YC&AC    
30 東京都 伊藤 海透 神奈川⼤学附属⾼校    
31 bye ジェームズ 勇太郎    CHAMPION
32 東京都 ジェームズ 勇太郎 ( 5〜8 ) ⼤成⾼校    
33 神奈川県 安達 丈 ( 5〜8 ) JITC 安達 丈    
34 bye    
35 東京都 為澤 ⼗真 松蔭⾼校    
36 ⽯川県 ⽅橋 凜太郎 ATS    
37 東京都 ⽥邊 愛⽃ 有明ジュニアテニスアカデミー ⽥邊 愛⽃    
38 bye    
39 bye 傅 仰旻    
40 東京都 傅 仰旻 ( 9〜12 ) ⽴正⾼校    
41 神奈川県 福⽥ 翔⾺ ( 13〜16 ) 聖光学院中学校 福⽥ 翔⾺    
42 bye    
43 bye 納嵜 聖也    
44 東京都 納嵜 聖也 芝浦⼯業⼤学附属中学⾼等学校    
45 愛知県 花⽥ 孝⼀ フォレスタヒルズ    
46 東京都 ⼭本 哲史 ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ    
47 bye ⽯井 昴    
48 東京都 ⽯井 昴 ( 3〜4 ) Team310V    
49 神奈川県 富⼭ 倖 ( 5〜8 ) パームインターナショナルテニスアカデミー 富⼭ 倖    
50 bye    
51 神奈川県 ⾕ 陽和太 ラック港南台    
52 東京都 ⼭本 健太 武蔵野ドームテニススクール    
53 東京都 ⼩宮 佑⽉ ⾃由が丘学園 ⼩宮 佑⽉    
54 bye    
55 bye カックル⼩島 碧    
56 神奈川県 カックル⼩島 碧 ( 9〜12 ) YC&AC Junior Tennis Academy    
57 ⼭梨県 吉⽥ 聡太 ( 13〜16 ) エストテニスクラブ 吉⽥ 聡太    
58 bye    
59 bye グランビル 望亜    
60 東京都 グランビル 望亜 ⾦町インドアテニススクール    
61 東京都 柴⽥ 蔵⼈ ウイニングショット    
62 神奈川県 仙⽥ 雅治 Ampersand Tennis Academy    
63 bye 張 泰良    
64 東京都 張 泰良 ( 2 ) ⽬⿊テニスクラブ    

Seed
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1 千葉県 松坂 珠代 ( 1 ) 千葉明徳⾼校 松坂 珠代

2 bye

   

3 東京都 北島 維恩 コスモテニスカレッヂ

   

4 神奈川県 三好 由珠 桜⽥倶楽部

   

5 神奈川県 狗飼 紗季 ( 3〜4 ) 厚⽊国際テニスクラブ 狗飼 紗季

   

6 bye

   

7 bye ⼤橋 美⾳

   

CHAMPION

8 東京都 ⼤橋 美⾳ かえつ有明⾼校

   

9 東京都 芝⼭ 真由 ビックKひまわり

   

10 埼⽟県 ⻑⽥ 帆乃⾹ 浦和麗明⾼校

   

11 bye 武藤 ⾥菜

   

12 千葉県 武藤 ⾥菜 ( 3〜4 ) 麗澤⾼校

   

13 神奈川県 宮⽥ 愛梨 昭和の森ジュニアテニススクール

   

14 東京都 ⽊村 由菜 慶應義塾湘南藤沢⾼等部

   

15 bye ⾼橋 七海

   

16 東京都 ⾼橋 七海 ( 2 ) 駒沢ラケットクラブ

   

Seed
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