
Ｎｏ. 登録番号 氏 名 所 属 1R 2R QF SF F

(シード順位)

1:目黒 優貴, 2:境野 賢吾, 3:油布 勝也, 4:戒田直紀, 5:村田 聡一郎, 6:湯澤 亮介, 7:田中 圭周, 8:竹村 健太

32 3802908 境野 賢吾 足工大 6260

31 3802225 町田 真 ロイヤルTC 境野 賢吾
6463

6062
境野 賢吾

矢口 亮
61643802777 F 池田 友一郎 晃陽中29

30 3802345 矢口 亮 文星芸大附

境野 賢吾

6064
手塚貴也

28 3802159 手塚 貴也 ロイヤルTC

27 3802834 伊藤 和広 足工大

6161

26 3802517 G 阿久津 亮汰 サトウＧＴＣ

油布 勝也
6263

阿久津亮汰

手塚 貴也
w.o

25 3802930 田中 圭周 足工大

24 3802835 油布 勝也 足工大 6161
油布勝也

636423 3802348 B 高木 友宏 ロイヤルTC

22 3802196 上吉原 良多 アウリンTC 6164
油布 勝也

上吉原良多
636321 3802588 A 吉澤 優樹 ﾋﾞｯｸﾞツリー

20 3802205 長尾 哲朗 宇都宮ＴＣ 6260
油布 勝也

加藤寛也
62266219 3802045 加藤 寛也 ロイヤルTC

6275

18 3802044 C 浅香 確人 宇都宮ＴＣ 6162
村田聡一郎

村田聡一郎17 3802269 村田 聡一郎 ロイヤルTC

16 3801862 湯澤 亮介 宇都宮ＴＣ 6062
目黒 優貴

湯澤亮介
646115 3802569 相馬 悠太 那須海城中

14 3802042 金子 剛之 宇都宮ＴＣ 6061
金子 剛之

金子剛之
626313 3802298 大橋 陽 宇都宮ＴA

12 3802200 E 高橋 和也 晃陽中 613664
郡司 将大

高橋和也
606411 3802268 D 出居 光恵 ロイヤルTC

10 3802128 郡司 将大 ロイヤルTC 6364
郡司 将大

郡司将大
61639 3801864 戒田 直紀 ノグチTS小山

8 3802212 竹村 健太 宇都宮ＴＣ 6360
目黒 優貴

小堀直洋
6446637 3802046 小堀 直洋 ロイヤルTC

6 3802051 阿久津 泰史 宇都宮ＴA 633664
小堀 直洋

阿久津泰史
60615 3802158 大出 啓太 ロイヤルTC

4 3802527 牧野 圭一郎 宇都宮ＴＣ 6263
目黒 優貴

牧野圭一郎
6276(4)3 H宇梶晃介 作新高

2 3802024 永冨 旺 アウリンTC 6060
目黒 優貴

【 16歳以下男子シングルス 本戦 】

1 3802907 目黒 優貴 足工大 目黒優貴



1/2P

Ｎｏ. 登録番号 氏 名 所 属 1R 2R F

32 3802518

手塚 渉

29 3802515 神阪 輝 宇都宮ＴＣ

高木 淳 宇都宮ＴＣ

31 Bye 高木 淳 62

30 3802780 晃陽中 62 手塚 渉

手塚 渉

28 3802782 竹内 勇貴 晃陽中 出居 光恵

62

26 Bye

27 Bye

出居 光恵

D

出居 光恵

竹内 勇貴 60

25 3802268 出居 光恵 ロイヤルTC

24 3802044 浅香 確人 宇都宮ＴＣ

23

22 3802462 吉村 悠作 ナマイTS

永井 卓也

Bye 浅香 確人 63

63

21 3802875 永井 卓也 宇都宮南高

浅香 確人

浅香 確人

76(2)

3802856 長谷川 達彦 那須海城中
C

18 Bye 長谷 昂樹

20

19

當間 椋 那須海城中

長谷川 達彦 60Bye

17 3802746 長谷 昂樹 南河内第二中 長谷 昂樹

16 3802883

15 Bye 當間 椋 61

14

13 3802763 池田 健太 晃陽中

Bye 池田 健太

池田 健太

12 3802403 荒木 優 ﾋﾞｯｸﾞツリー

11 Bye

10 Bye

B

高木 友宏

荒木 優 61

高木 友宏

60

ロイヤルTC 高木 友宏9 3802348 高木 友宏

ﾋﾞｯｸﾞツリー

8 3802776 池上 匠 晃陽中

7

Bye 63

Bye 池上 匠 76(3)

61

小島 清孝

池上 匠

605 3802220 小島 清孝 宇都宮ＴＣ

6 3802394 渡辺 史弥

3

4 3802588 吉澤 優樹 ﾋﾞｯｸﾞツリー 吉澤 優樹

2 Bye

1 3802123 園部 拓郎 ロイヤルTC

A

園部 拓郎

吉澤 優樹

吉澤 優樹

【 16歳以下男子シングルス 予選 】



2/2P

Ｎｏ. 登録番号 氏 名 所 属 1R 2R F

高橋 和也33 3802200 高橋 和也 晃陽中

64 3802779 関谷 優輝 晃陽中

63 Bye 関谷 優輝 60

60 3802783

田崎 祐生 晃陽中

宇梶 晃介

62 3802851 60 宇梶 晃介

61 3802905 宇梶 晃介 作新高

川上 努 晃陽中 宇梶 晃介

60

58 Bye

59 Bye

斉藤 亮佑

H

斉藤 亮佑

川上 努 64

57 3802313 斉藤 亮佑 サトウＧＴＣ

56 3802852 伊藤 壮志 晃陽中

55

3802820 園塚 宏之 BEST 63

Bye 伊藤 壮志 75

伊藤 壮志

53 3802850 山本 嶺王 南河内第二中 山本 嶺王 64

54

阿久津 亮汰

62

52 3802517 阿久津 亮汰 サトウＧＴＣ
G

50 Bye 阿久津 亮汰

51

池田 友一郎 晃陽中

阿久津 亮汰Bye

49 3802043 角田 直樹 宇都宮ＴＣ 角田 直樹

48 3802777

池田 友一郎 60

46 3802781

47 Bye

45 3802519 矢治 知也 宇都宮ＴＣ

中屋敷 幸大 晃陽中 62 池田 友一郎

矢治 知也

44 3802778 深澤 亮祐 晃陽中 池田 友一郎

63

42 Bye

43 Bye

加納 健佑

F

加納 健佑

深澤 亮祐 60

41 3802157 加納 健佑 ロイヤルTC

39

40 3802775 小堀 将 晃陽中

Bye

60

塚原 悠河

小堀 将 60

塚原 悠河

35

38

36 3802437

Bye

37 3802747 塚原 悠河 南河内第二中

高橋 和也

Bye

谷 亮祐 ロイヤルTC

高橋 和也34 Bye

谷 亮祐 60

【 16歳以下男子シングルス 予選 】

E



No. 登録番号 氏 名 所 属 １Ｒ QF ＳＦ Ｆ

3802835 油布 勝也 足工大

3802930 田中 圭周 足工大 油布・田中

3802517 阿久津 亮汰 晃陽中 6061

3802200 高橋 和也 晃陽中 油布・田中

3802569 相馬 悠太 那須海城中 6361

3802615 久岡 達夫 那須海城中 高木・宇梶

3802348 A 髙木 友宏 作新高 Ｗ．Ｏ

3802905 A 宇梶 晃介 作新高 戒田・村田

3801864 戒田 直紀 ノグチTS小山 266364

3802269 村田 聡一郎 ロイヤルTC 戒田・村田

3802875 C 永井 卓也 宇都宮南高 576362

3802834 C 伊藤 和広 宇都宮南高 戒田・村田

3802043 角田 直樹 宇都宮ＴＣ 466161

3802205 長尾 哲朗 宇都宮ＴＣ 阿久津・大出

3802051 阿久津 泰史 宇都宮ＴA 6062

3802158 大出 啓太 ロイヤルTC 境野・目黒

3802908 境野 賢吾 足工大 6061

3802907 目黒 優貴 足工大 境野・目黒

3802046 小堀 直洋 ロイヤルTC 6461

3802045 加藤 寛也 ロイヤルTC 境野・目黒

3802123 園部 拓郎 ロイヤルTC 6362

3802225 町田 真 ロイヤルTC 湯澤・牧野

3801862 湯澤 亮介 宇都宮ＴＣ 6060

3802527 牧野 圭一郎 宇都宮ＴＣ 境野・目黒

3802044 浅香 確人 宇都宮ＴＣ 166263

3802377 吉澤 直樹 ﾋﾞｯｸﾞツリー 矢口・郡司

3802345 B 矢口 亮 文星芸大附 6262

3802128 B 郡司 将大 ロイヤルＴＣ 金子・竹村

3802852 D 伊藤 壮志 晃陽中 76(4)75

3802783 D 川上 努 晃陽中 金子・竹村

3802042 金子 剛之 宇都宮ＴＣ 6060

3802212 竹村 健太 宇都宮ＴＣ

（シード順位）

1 由布、田中

2 金子、竹村

3 湯澤、牧野

4 戒田、村田

1

8

14

10

11

3

9

16

7

4

13

15

【 16歳以下男子ダブルス 本戦 】

2

12

5

6



1/1P

No. 登録番号 氏 名 所 属 １Ｒ F

3802777 池田 友一郎 晃陽中

3802780 手塚 渉 晃陽中

髙木 友宏

宇梶 晃介

3802348 髙木 友宏 作新高 髙木 友宏 62

3802905 宇梶 晃介 作新高 宇梶 晃介

3802778 深澤 亮祐 晃陽中 61

3802851 田崎 祐生 晃陽中

3802345 矢口 亮 文星芸大附

3802128 郡司 将大 ロイヤルＴＣ

矢口 亮

郡司 将大

3802781 中屋敷 幸大 晃陽中 出居 光恵 61

3802782 竹内 勇貴 晃陽中 長谷 昂樹

3802268 出居 光恵 ロイヤルＴＣ 60

3802746 長谷 昂樹 南河内第二中

3802157 加納 健佑 ロイヤルＴＣ

3802747 塚原 悠河 南河内第二中

永井 卓也

伊藤 和広

3802779 関谷 優輝 晃陽中 永井 卓也 62

3802775 小堀 将 晃陽中 伊藤 和広

3802875 永井 卓也 宇都宮南高 60

3802834 伊藤 和広 宇都宮南高

3802518 高木 淳 宇都宮ＴＣ 伊藤 壮志

3802515 神阪 輝 宇都宮ＴＣ 川上 努

3802852 伊藤 壮志 晃陽中 62 伊藤 壮志

3802783 川上 努 晃陽中 川上 努

3802519 矢治 知也 宇都宮ＴＣ 矢治 知也 62

3802220 小島 清孝 宇都宮ＴＣ 小島 清孝

3802763 池田 健太 晃陽中 62

3802776 池上 匠 晃陽中

2

【 16歳以下男子ダブルス 予選 】

D

8

1

3

14

15

12

9

B

13

16

4

5

6

7

10

11

BYE

BYE

BYE

A

C



No. 登録番号 氏 名 所属名 1R 2R QF SF F

(シード順位)

32 3851869 佐野 真帆子 宇都宮ＴＣ

31 Bye 6360

w.o 佐野真帆子30 3852048 東山 千夏 ﾋﾞｯｸﾞツリー

29 3852389 山田 真由 栃商高 山田真由 6061

6064 佐野真帆子28 3852381 前川 佳美 作新高

27 3852344 岩瀬 花乃理 海星女子学院 前川佳美 6163

6063 黒尾奈未26 3852373 手塚 彩子 宇都宮ＴＣ

25 3852213 黒尾 奈未 海星女子学院 黒尾奈未 76(2)61
赤崎 愛理24 3851826 赤崎 愛理 宇都宮ＴＣ

23 Bye 6362

6160 赤崎愛理22 3852382 薄井 美咲 作新高

21 3852055 安藤 里美 足利みなみ 安藤里美 6460

752660
赤崎 愛理20 3852391 芦澤 亜由 栃商高

19 3852378 柴田 咲希 作新高 柴田咲希 6264

6161 上野夏美18 3852330 大森 愛子 海星女子学院

赤崎 愛理

17 3852212 上野 夏美 宇都宮ＴＣ 上野夏美 6364

16 3852002 阿部 斗海 海星女子学院

15 Bye 6160

6475 阿部斗海14 3852329 木村 華菜子 海星女子学院

13 3852379 長嶋 里奈 作新高 木村華菜子 266261

6262
野中 瑞姫12 3852146 馬場 理央子 海星女子学院

11 3852254 金子 るみ 南河内第二中 馬場理央子 6462

野中瑞姫10 Bye

9 3852115 野中 瑞姫 今市ジュニアTC 6363
玉野 奏海8 3851991 谷中 友里恵 海星女子学院

7 Bye 6263

6162 谷中友里恵6 3852387 永島 朱理 栃商高

5 3852135 菊池 遥 ロイヤルTC 永島朱理 6261

6161
玉野 奏海4 3852198 高林 春花 海星女子学院

3 3852390 石川 りか子 栃商高 石川りか子 6060

2 Bye 玉野奏海

1:玉野 奏海, 2:佐野 真帆子, 3:赤崎 愛理, 4:野中 瑞姫 , 5:谷中 友里恵, 6:阿部 斗海, 7:黒尾 奈未, 8:上野 夏美

【 16歳以下女子シングルス 本戦 】

1 3851865 玉野 奏海 アウリンTC



Ｎｏ. 登録番号 氏 名 所 属 １Ｒ QF ＳＦ Ｆ

3851865 玉野 奏海 アウリンTC

3851826 赤崎 愛理 宇都宮TC 玉野・赤崎

6161

玉野・赤崎

3852387 永島 朱理 栃商高 6161

3852390 石川 りか子 栃商高 永島・石川

3852212 上野 夏美 宇都宮ＴＣ 6160

3852373 手塚 彩子 宇都宮ＴＣ 玉野・赤崎

3851991 谷中 友里恵 海星 6060

3852002 阿部 斗海 海星

谷中・阿部

3852329 木村 華菜子 海星 6161

3852344 岩瀬 花乃理 海星 山田・芹澤

3852389 山田 真由 栃商高 6363

3852391 芦澤 亜由 栃商高 玉野・赤崎

3852381 前川 佳美 作新高 76(4)64

3852378 柴田 咲希 作新高 前川・柴田

3852382 薄井 美咲 作新高 6160

3852379 長嶋 里奈 作新高 高林・大森

641664

3852198 高林 春花 海星

3852330 大森 愛子 海星 野中・佐野

3852213 黒尾 奈未 海星 6062

3852146 馬場 理央子 海星 黒尾・馬場

3852135 菊池 遥 ロイヤルＴＣ 6164

3852254 金子 るみ 南河内第二中 野中・佐野

6061

3852115 野中 瑞姫 今市ジュニアTC

3851869 佐野 真帆子 宇都宮ＴＣ

（シード順位）

1 玉野、赤崎

2 野中、佐野

3 谷中、阿部

4 高林、大森

BYE

1

2

【 16歳以下女子ダブルス 本戦 】

BYE

9

3

4

5

6

7

8

16

12

13

14

10

11

15

BYE

BYE


