
14歳以下男子シングルス　No.1.
決勝戦

シード No. 選手名 地域 所属

1 1 伊藤　潤 （九州 ・佐賀ｸﾞﾘｰﾝTC ）
伊藤

2 和田　恵知 （関東 ・共栄学園中 ） 61 75
伊藤

3 峯　匠生 （九州 ・北九州ウエストサ） 61 75
塩田

4 塩田　裕司 （関東 ・荏原ＳＳＣ ） 75 62
伊藤

5 伊藤　翼 （北信越 ・諏訪市ＴＡＪｒ ） 62 62
乗田

6 乗田　雄造 （関東 ・荏原ＳＳＣ ） 61 64
恒松

7 恒松  寛己 （関西 ・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽｲﾝｸﾞﾗﾝ） 61 76(5) 62

恒松
16 8 大橋　諒介 （関東 ・ＪＩＴＣ ） 62 63

12 9 一宮  拓 （四国 ・ＨＩＲＯ ＣＯ ）
片山

10 片山　翔 （九州 ・大川テニス協会 ） 64 64
片山

11 木村　剛典 （東海 ・小杉ＴＳ ） 61 64
田淵

12 田淵  宏洋 （関西 ・ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前） 62 76(4)
大野

13 江原　弘将 （関東 ・行田ジュニアＴＣ） 75 57 63
江原

14 田村　和也 （北信越 ・Ｔ．Ｃロコモーシ） 75 60
大野

15 石黒　澪 （関東 ・東海大菅生中 ） 46 63 62
大野

5 16 大野　貴央 （関東 ・武蔵野ドームＴＳ） 62 62
富崎

4 17 長谷川　祐一（東海 ・森林ロングウッド） 63 63
長谷川

18 井上　悠冴 （中国 ・ＮＢＴＧ ） 62 62
長谷川

19 長尾  克己 （関西 ・WATS ） 60 62
平井

20 平井　慎吾 （北海道 ・ウイングＩＴＣ ） 64 63
長谷川

21 宗像  祐樹 （東北 ・グリーンTC相馬 ） 62 62 
宗像

22 田中　紀行 （北海道 ・あけぼのＴＣ ） 63 61
鵜飼

23 鵜飼　元一 （東海 ・恵那峡ＴＣ ） 60 62
鵜飼

13 24 守屋　宏紀 （関東 ・荏原ＳＳＣ ） 36 63 63

9 25 綿貫　裕介 （関東 ・グローバルプロＴ）
綿貫

26 山下　将平 （北海道 ・ｳｴｽﾄｺｰｽﾄＲＣ ） 46 60 63
綿貫

27 松村　駿 （中国 ・フジイＴＳ ） 46 63 60
松村

28 猿田　純哉 （中国 ・カトウＴＣ ） 36 61 64 シード
富崎 1 伊藤　潤 九州 佐賀ｸﾞﾘｰﾝTC

29 横山　良輔 （九州 ・リザーブTC ） 61 75 2 河西　大樹関東 ＪＩＴＣ
村下 3 ロンギ　正関東 たちかわＪＴＡ

30 村下　亮 （九州 ・RKKルーデンスTC ） 75 64 4 長谷川　祐東海 森林ロングウッドＴＣ

富崎 5 大野　貴央関東 武蔵野ドームＴＳ

31 原　悠貴 （東海 ・桜丘中学 ） 61 75 6 奥　大賢 関東 ミヤムラＴＣ
富崎 7 的野　貴介中国 チームグリーン

8 32 富崎　優也 （九州 ・佐賀ｸﾞﾘｰﾝTC ） 61 61 8 富崎　優也九州 佐賀ｸﾞﾘｰﾝTC

62 61

伊藤
76(6) 64

富崎
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富崎

鈴木
富崎優也
36 60 63



14歳以下男子シングルス　No.2.

シード 選手名 地域 所属

7 33 的野　貴介 （中国 ・チームグリーン ）
栗山

34 栗山  大輔 （四国 ・ＮＵＴＳ ＴＴ ） 64 64
栗山

35 五味　洸佑 （北信越 ・諏訪市ＴＡＪｒ ） 46 64 61
竹島

36 竹島　駿朗 （関東 ・東海大菅生中 ） 75 57 63
鈴木

37 平井　涼太 （四国 ・屋島ＴＣ ） 63 62
高瀬

38 高瀬　啓介 （関東 ・Ｔ.Ｔチーム ） 62 61
鈴木

39 佐藤　悠太 （北海道 ・あけぼのＴＣ ） 60 61
鈴木

11 40 鈴木  俊哉 （関西 ・ﾃﾆｽﾗﾎﾞ ）76(4) 46 60

15 41 海野　真司 （東海 ・高瀬ﾃﾆｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ）
海野

42 小山　大地 （中国 ・遊ポートＴＣ ） 62 61
海野

43 高木　祐輔 （中国 ・遊ポートＴＣ ） 62 26 75
田中

44 田中　友樹 （関東 ・志津ＴＣ ） 64 60
山崎

45 山崎　元希 （東海 ・袋井球'ｓ ） 63 63
山崎

46 工藤  雄希 （四国 ・ハッピーＴＣ ） 75 64
山崎

47 平畑  賢伍 （関西 ・ISTA ） 36 62 63
平畑

3 48 ロンギ　正幸 （関東 ・たちかわＪＴＡ ） 64 26 63
鈴木

6 49 奥　大賢 （関東 ・ミヤムラＴＣ ） 63 61
奥

50 野口  政勝 （関西 ・四ﾉ宮TC ） 57 62 60
奥

51 松尾  友貴 （東北 ・青森山田中 ） 62 62 
松尾

52 加藤　大地 （東海 ・三重ＧＴＣ ） 63 62
飯野

53 本川　和佳 （北海道 ・宮の森ＳＣ ） 60 63
三浦

54 三浦　智己 （九州 ・北九州ウエストサ） 76(8) 64
飯野

55 飯野  翔太 （東北 ・青森山田中 ） 61 62
飯野

10 56 神藤　隆志 （東海 ・豊橋スーパテニス） 75 64

14 57 渡辺　輝史 （関東 ・荏原ＳＳＣ ）
渡辺

58 山崎　壮 （東海 ・三保黒潮Ｔ ） 63 62
渡辺

59 田村　圭 （北信越 ・長岡市テニス協会） 64 60
田村 シード

60 大崎  翔平 （四国 ・高知中 ） 63 61 9 綿貫　裕介関東 グローバルプロＴＡ

渡辺 10 神藤　隆志東海 豊橋スーパテニス

61 鍵谷　拓郎 （北信越 ・ヤスマＧＴＣ ） 62 60 11 鈴木  俊哉関西 ﾃﾆｽﾗﾎﾞ
庄司 12 一宮  拓 四国 ＨＩＲＯ ＣＯ

62 庄司  文哉 （東北 ・ナスパTA ） 64 61 13 守屋　宏紀関東 荏原ＳＳＣ
河西 14 渡辺　輝史関東 荏原ＳＳＣ

63 中本　真太郎（中国 ・ｶﾞｰﾃﾞﾝｸﾞﾘｰﾝTC ） 62 61 15 海野　真司東海 高瀬ﾃﾆｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

河西 16 大橋　諒介関東 ＪＩＴＣ
2 64 河西　大樹 （関東 ・ＪＩＴＣ ） 62 60 補欠

1 瀬戸　和也関東 荏原ＳＳＣ
ディレクター：佐藤　政廣 2 中山　賢太関東 シンズあざみ野テ
レフェリー：  福井　規夫 3 三橋　淳 関東 ＰＩＴＡ

渡辺
26 63 61
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鈴木
76(6) 62


