
シード順位 地域 都道府県 名　前 フリガナ 所属団体名 年齢

1 北海道 北海道 福永　海斗 フクナガ　カイト ＳＦＣ 15

2 東北 青森 七尾　岳俊 ナナオ　タケトシ 青森ジュニアテニスアカデミークラブ 14

3 岩手 似里　達哉 二サト　タツヤ 岩手高等学校 15

4 宮城 菅谷　拓郞 スガヤ　タクロウ ウイングショット 15

5 秋田 野坂　郷 ノザカ　ゴウ ファンキーテニスアカデミー 14

6 山形 佐々木　諒 ササキ　リョウ ＩＴＳベルズ 15

7 福島 金成　練 カナリ　レン ア・パースＴＣ 14

8 関東 茨城 丹下　将太 タンゲ　ショウタ 早稲田実業学校 15

9 栃木 荘　隆二 ソウ　リュウジ 足利工業大学附属高等学校 16

10 群馬 青木　源 アオキ　ハジメ ミナミグリーンテニスクラブ 15

11 埼玉 清水　一輝 シミズ　カズキ グリーンテニスプラザ 15

12 埼玉 木本　涼介 キモト　リョウスケ むさしの村ローンテニスクラブ 16

13 埼玉 齋藤　恵佑 サイトウ　ケイスケ グローバルプロテニスアカデミー 14

14 埼玉 間仲　啓 マナカ　ケイ むさしの村ローンテニスクラブ 13

15 埼玉 松下　龍馬 マツシタ　リョウマ Ｆテニス 14

16 千葉 矢島　淳揮 ヤジマ　ジュンキ ルネサンス鷹之台テニスクラブ 15

17 東京 清水　健二朗 シミズ　ケンジロウ 有明ジュニアテニスアカデミー 15

18 東京 山口　凌 ヤマグチ　リョウ 昭和の森ジュニアテニススクール 16

19 神奈川 渡邉　聖太 ワタナベ　セイタ パームインターナショナルテニスアカデミー 15

20 神奈川 米田　圭佑 コメダ　ケイスケ 法政大学第二高等学校 15

21 神奈川 北岡　志之 キタオカ　シノ 法政大学第二高等学校 16

22 神奈川 松田　康希 マツダ　コウキ 荏原ＳＳＣ 15

23 神奈川 藤岡　凌大 フジオカ　リョウタ 荏原ＳＳＣ 14

24 山梨 保坂　駿太 ホサカ　シュンタ エストテニスクラブ 15

25 北信越 新潟 田中　瑛士 タナカ　エイジ 東京学館新潟高等学校 16

26 富山 橋本　一斗 ハシモト　イット 大林テニススクール 14

27 石川 吉野　郁哉 ヨシノ　フミヤ ウエストヒルズＪＴ 14

28 福井 天﨑　荘汰 アマザキ　ソウタ 北陸高等学校 15

29 長野 牛越　陸 ウシコシ　リク 松商学園高等学校 15

男子出場者リスト



30 東海 岐阜 石榑　元晴 イシグレ　モトハル 名古屋高等学校 15

31 岐阜 吉田　将宗 ヨシダ　マサムネ 岐阜ジュニアテニスアカデミー 16

32 静岡 田中　諒弥 タナカ　リョウヤ 静岡市立高等学校 16

33 愛知 高羽　蓮 タカバ　レン 名古屋高等学校 15

34 愛知 池田　朋弥 イケダ　トモヤ スポルトテニスアカデミー 14

35 愛知 伊藤　滉崇 イトウ　ヒロタカ 名古屋経済大学市邨高等学校 16

36 三重 永井　大貴 ナガイ　ダイキ 三重グリーンテニスクラブ 15

37 関西 滋賀 小路　博隆 ショウジ　ヒロタカ 東山高等学校 15

38 滋賀 中川　舜祐 ナカガワ　シュンスケ 光泉高等学校 16

39 京都 藤林　亮太 フジバヤシ　リョウタ 京都外大西高等学校 15

40 大阪 樋口　さち ヒグチ　サチ 近畿大学附属高等学校 16

41 大阪 中辻　貴惣 ナカツジ　ヨシノブ アイテニスクラブ 13

42 大阪 大植　駿 オオウエ　シュン 清風高等学校 15

43 兵庫 市川　泰誠 イチカワ　タイセイ 西宮甲英高等学校 15

44 奈良 中村　秋河 ナカムラ　シュウガ ダイヤモンドテニスクラブ学園前 14

45 和歌山 新井　祥生 アライ　サチオ ＷＡＴＳ 16

46 中国 鳥取 新納　圭冴 ニイノウ　ケイゴ 米子北斗高等学校 15

47 島根 加藤　龍乃介 カトウ　リュウノスケ 開星高等学校 16

48 岡山 星木　昇 ホシキ　ショウ 岡山理科大学附属高等学校 16

49 広島 秋吉　大地 アキヨシ　ダイチ みなみ坂テニススクール 15

50 山口 田中　謙太朗 タナカ　ケンタロウ ウイナーズテニスカレッジ 14

51 四国 徳島 林田　竜馬 ハヤシダ　リョウマ 城南高等学校 15

52 香川 藤川　悠 フジカワ　ユウ 高松北高等学校 15

53 愛媛 本田　柊哉 ホンダ　トウヤ 愛媛トレセン 15

54 高知 中岡　祐太 ナカオカ　ユウタ 土佐高等学校 16

55 九州 福岡 阿多　竜也 アタ　リュウヤ 相生学院高等学校 15

56 福岡 青木　響真 アオキ　コウシン 北九州ウエストサイドテニスクラブ 14

57 佐賀 甲斐　光汰 カイ　コウタ 海星高等学校 15

58 長崎 田口　涼太郎 タグチ　リョウタロウ 大分舞鶴高等学校 15

59 熊本 尾方　陸斗 オガタ　リクト 熊本工業高等学校 15

60 大分 井上　隆也 イノウエ　リュウヤ 大分舞鶴高等学校 15

61 宮崎 末吉　鼓太朗 スエヨシ　コタロウ シーガイアテニスアカデミー 15

62 鹿児島 辻　陽平 ツジ　ヨウヘイ アリムラＴＡ 14

63 沖縄 吉井　恵三 ヨシイ　ケイゾウ 沖縄尚学高等学校 16

WC 東京 白石　光 シライシ　ヒカル 有明ジュニアテニスアカデミー 15

補欠１ 埼玉 清水　盾伎 シミズ　ジュンキ 浦和パークテニスクラブ 15

補欠２ 東京 貫井　健司 ヌクイ　ケンジ 京王赤城アカデミー 15


