
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 水上　倭 ミズカミ　ヤマト 小樽グリーンテニスクラブ 16

2 東北 青森 葛西　壮太朗 カサイ　ソウタロウ 青森ジュニアテニスアカデミー 14

3 岩手 中村　右京 ナカムラ　ウキョウ まつぞのスポーツクラブ 13

4 宮城 長内　大也 オサナイ　ヒロヤ ウイ二ングショット 14

5 秋田 野坂　迅 ノザカ　ジン ファンキーテニスアカデミー 14

6 山形 菊地　康晃 キクチ　ヤステル BTA 15

7 福島 志賀　夏緒 シガ　ナツオ アパーステニスクラブ 14

8 関東 茨城 飯田　翔 イイダ　ショウ NJテニスクラブ 15

9 栃木 松尾　滉哉 マツオ　ヒロヤ リバーテニススクール 16

10 群馬 上野山　大洋 ウエノヤマ　タイヨウ 上野山テニススクール 14

11 埼玉 村上　直樹 ムラカミ　ナオキ ALWEYS　TENNIS　SCHOOL 16

12 埼玉 三田　陽輝 ミタ　ハルキ 相生学院高等学校 15

13 埼玉 山田　倫太朗 ヤマダ　リンタロウ U.T.PあたごTC 14

14 埼玉 佐藤　瑛輝 サトウ　エイキ U.T.PあたごTC 15

15 埼玉 甲賀　翼 コウガ　ツバサ 浦和麗明高等学校 15

16 千葉 村松　陸 ムラマツ　リク 東京学館浦安高等学校 16

17 千葉 石井　涼太 イシイ　リョウタ INABA TENNIS SCHOOL 16

18 東京 竹田　耀 タケダ　ヒカル 狛江インドアジュニアATPチーム 15

19 東京 有本　響 アリモト　ヒビキ 桜田倶楽部 14

20 東京 中　基 ナカ　モトイ 相生学院高等学校 15

21 神奈川 鈴木　久統 スズキ　ヒサノリ 荏原SSC 15

22 神奈川 望月　滉太郎 モチヅキ　コウタロウ 湘南工科大学附属高等学校 16

23 神奈川 青木　一晟 アオキ　イッセイ 湘南ジュニアテニスアカデミー 15

24 山梨 山本　敦貴 ヤマモト　アツキ エストテニスクラブ 16

25 北信越 新潟 原　風斗 ハラ　カザト 松商学園高等学校 15

26 富山 上村　海翔 カミムラ　カイト 富山第一高等学校 15

27 石川 田中　佑 タナカ　ユウ GETT 14

28 福井 加藤　弘寛 カトウ　コウキ 北陸高等学校 16

29 長野 春日　大地 カスガ　ダイチ 松商学園高等学校 15
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30 東海 岐阜 岩田　幸太郎 イワタ　コウタロウ 麗澤瑞浪高等学校 15

31 岐阜 間宮　浩輝 マミヤ　ヒロキ 麗澤瑞浪高等学校 15

32 静岡 石垣　秀悟 イシガキ　シュウゴ 松商学園高等学校 15

33 愛知 伊藤　厚陽 イトウ　コウヨウ 名古屋経済大学市邨高等学校 15

34 愛知 稲川　大介 イナガワ　ダイスケ TEAM YONEZAWA名古屋 15

35 三重 永井　健太 ナガイ　ケンタ 四日市工業高等学校 15

36 関西 滋賀 若松　玄登 ワカマツ　ハルト パブリックテニスイングランド 14

37 滋賀 天野　響 アマノ　ヒビキ 光泉高等学校 15

38 京都 川田　瑞基 カワダ　ミズキ 相生学院高等学校 15

39 京都 堀川　莞世 ホリカワ　カンセイ 東山高等学校 15

40 大阪 西端　祥汰 ニシバタ　ショウタ 近畿大学附属高等学校 16

41 大阪 大久保　拓海 オオクボ　タクミ 松商学園高等学校 15

42 兵庫 金田　諒大 カネダ　リョウタ 相生学院高等学校 15

43 奈良 山門　大輝 ヤマカド　ダイキ 北陸高等学校 15

44 和歌山 新出　悠月 シンデ　ユヅキ 柳川高等学校 15

45 中国 鳥取 笠岡　遥之 カサオカ　ヨウジ 米子北斗中学校 15

46 島根 岩本　晋之介 イワモト　シンノスケ 吉賀町テニス連盟 14

47 岡山 豊島　彰人 トヨシマ　アキヒト 関西高等学校 16

48 広島 磯村　志 イソムラ　ココロ やすいそ庭球部 15

49 山口 手嶋　海陽 テシマ　カイヨウ 岩国ジュニアテニスクラブ 15

50 四国 徳島 田中　篤生 タナカ　アツキ 相生学院高等学校 15

51 香川 高木　翼 タカギ　ツバサ 関西高等学校 15

52 愛媛 中村　元 ナカムラ　ゲン 新田高等学校 15

53 高知 上岡　波留 カミオカ　ナル F.S.S 14

54 九州 福岡 山口　柚希 ヤマグチ　ユズキ 鳳凰高等学校 15

55 福岡 小川　智裕 オガワ　チヒロ 柳川高等学校 16

56 佐賀 三溝　真人 ミツミゾ　マサト 佐賀GTC 13

57 長崎 太田　翔 オオタ　カケル 大分舞鶴高等学校 15

58 熊本 山田　大誓 ヤマダ　タイセイ 熊本マリスト学園高等学校 16

59 大分 稲田　康太郎 イナダ　コタロウ 大分舞鶴高等学校 16

60 宮崎 稲田　颯太郎 イナダ　リュウタロウ 延岡ロイヤルテニスクラブ 15

61 鹿児島 川端　将暉 カワバタ　マサキ 鳳凰高等学校 15

62 沖縄 奥村　龍太郎 オクムラ　リュウタロウ 沖縄尚学高等学校 15

WC 宮城 菅谷　優作 スガヤ　ユウサク ウイ二ングショット 14

WC 群馬 森田　皐介 モリタ　コウスケ 一筆テニスクラブ 13

補欠１ 神奈川 庄子　大慎 ショウジ　ダイシン 湘南ジュニアテニスアカデミー 15

補欠２ 埼玉 若尾　颯馬 ワカオ　ソウマ ALWEYS　TENNIS　SCHOOL 15

補欠３ 愛知 田岡　大知 タオカ　ダイチ 名古屋高等学校 15


