
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 長峯　大揮 ナガミネ　タイキ ライジング 14

2 東北 青森 葛西　壮太朗 カサイ　ソウタロウ 青森JTAC 15

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 14

4 宮城 菅谷　優作 スガヤ　ユウサク ウイ二ングショット 15

5 秋田 野坂　迅 ノザカ　ジン ファンキーテニスアカデミー 15

6 山形 二ノ戸　亮徳 ニノト　リョウトク 日本大学山形高等学校 16

7 福島 菅野慧太朗 カンノ　ケイタロウ 磐城桜が丘高等学校 16

8 関東 茨城 松崎　稜太朗 マツザキ　リョウタロウ ABCTA 15

9 栃木 大沼　広季 オオヌマ　ヒロキ リバーテニススクール 14

10 群馬 森田　皐介 モリタ　コウスケ 一筆テニスクラブ 14

11 埼玉 小泉　煕毅 コイズミ　ノリタカ さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 15

12 埼玉 矢崎　斗弥 ヤザキ　トウヤ グリーンテニスプラザ 15

13 埼玉 杉本　耕基 スギモト　コウキ 早稲田実業学校 15

14 埼玉 平川　朝陽 ヒラカワ　アサヒ むさしの村ローンテニスクラブ 14

15 埼玉 大串　真也 オオグシ　シンヤ 川越東高等学校 16

16 埼玉 時岡　宏斗 トキオカ　ヒロト グリーンテニスプラザ 15

17 千葉 金田　拓渡 カネダ　タクト 東京学館浦安高等学校 16

18 千葉 橋本　圭史 ハシモト　ケイシ フミヤエース市川TA 14

19 千葉 飯田　康介 イイダ　コウスケ SYSテニスクラブ 15

20 東京 石川　真輝 イシカワ　マサキ 東海大学菅生高等学校 15

21 東京 小倉　諭行 オグラ　ユアン 敦賀気比高等学校 15

22 東京 山田　矢音 ヤマダ　シオン 桜田倶楽部 14

23 神奈川 笹元　紀吾 ササモト　ノア レニックステニススクール 14

24 神奈川 代島　侑真 ダイジマ　ユウマ YC＆AC Junior TA 15

25 神奈川 藤野　恵大 フジノ　ケイタ 荏原SSC 15

26 山梨 中村　柊翔 ナカムラ　シュウト あいテニスクラブ 15

27 北信越 新潟 佐々木  康大 ササキ　ユウダイ 相生学院高等学校 15

28 富山 塚田　昂大 ツカダ　コウタ 富山国際大学付属高校 15

29 石川 田中　佑 タナカ　ユウ 湘南工科大学附属高校 15

30 福井 森下 桐衣 モリシタ　トウイ 北陸高等学校 16

31 長野 石垣　秀悟 イシガキ　シュウゴ 松商学園高等学校 16
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32 東海 岐阜 山田　雅貴 ヤマダ　マサキ 湘南工科大学附属高校 15

33 静岡 藤田　透伍 フジタ　トウゴ 松商学園高等学校 15

34 愛知 大原　貫路 オオハラ　カンジ 名古屋高等学校 15

35 愛知 白木　幹人 シラキ　ミキト 東海高校 15

36 愛知 南　颯汰 ミナミ　ソウタ TEAM YONEZAWA名古屋 15

37 三重 堤　隆貴 ツツミ　リュウキ 四日市工業高等学校 15

38 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 15

39 京都 中村　誠太郎 ナカムラ　セイタロウ TAクレセント城陽 15

40 京都 中村　修大 ナカムラ　シュウタ 北陸高等学校 15

41 大阪 脇坂　留衣 ワキサカ　ルイ 興國高等学校 16

42 大阪 水口　翔瑛 ミズグチ　ショウエイ 清風高校 15

43 兵庫 金田　諒大 カネダ　リョウタ 相生学院高等学校 16

44 奈良 守屋 翔 モリヤ　カケル 興國高等学校 15

45 和歌山 安井　飛鳥 ヤスイ　アスカ 初芝橋本高等学校 16

46 中国 鳥取 門脇　智大 カドワキ　トモヒロ サニーTS 14

47 島根 岩本　晋之介 イワモト　シンノスケ 関西高校 15

48 岡山 吉原　 幹人 ヨシハラ　マサト ラスタットTC 15

49 広島 髙　悠亜 タカ　ユウア 関西高校 15

50 山口 寺西　拓巳 テラニシ　タクミ 山口県立西京高等学校 16

51 四国 徳島 薦田　直哉 コモダ　ナオヤ HIROテニスカレッジ 14

52 香川 大島　望 オオシマ　ノゾミ 屋島テニスクラブ 15

53 愛媛 丹下　颯希 タンゲ　サキ 新田高等学校 15

54 高知 土居　凜 ドイ　リン 高知学芸高等学校 16

55 九州 福岡 新出　悠月 シンデ　ユヅキ 柳川高等学校 16

56 福岡 植田　涼太 ウエダ　リョウタ 柳川高等学校 15

57 佐賀 三溝　真人 ミツミゾ　マサト 佐賀グリーンテニスクラブ 14

58 長崎 今里　翔吾 イマザト　ショウゴ 海星高等学校 15

59 熊本 松本　梨市 マツモト　リイチ 鳳凰高等学校 15

60 大分 前田　優 マエダ　ユウ ラフ 13

61 宮崎 宮本　卓実 ミヤモト　タクミ シーガイアテニスアカデミー 15

62 鹿児島 永村　優翔 ナガムラ　ユウト 柳川高等学校 15

63 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 16

WC 長野 中島  暁 ナカジマ　サトル エムスタイルテニスアカデミー 13

補欠１ 岐阜 伊藤　俊太朗 イトウ　シュンタロウ TA-NOBU 15

補欠２ 東京 岡崎　開 オカザキ　カイ 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 16

補欠３ 埼玉 清水　勇至 シミズ　ハヤト 浦和学院高等学校 15
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