
男子シングルス

本戦シード ポイント R2新進戦績 R2春大戦績

1 山口雄矢 中京大学 1662 優勝

2 田中秀明 中京大学 1081 優勝 ベスト４

3 北澤拓真 中京大学 758 準優勝 ベスト４

4 福田光 東海学園大学 140 ベスト４

5 河村陸斗 中京大学 92 ベスト４

6 山田直輝 愛知学院大学 187 ベスト８ ベスト16(インカレ）

7 林泰光 愛知学院大学 260 ベスト16

8 伊藤肇 愛知学院大学 238 ベスト８

9 川田俊太朗 東海学園大学 65 ベスト8

10 藤井一那 東海学園大学 56 ベスト8

11 皆川将也 中京大学 50 ベスト8

12 衣川信繁 愛知学院大学 28 ベスト16 ベスト16(インカレ）

13 吉田光宏 中京大学 126 ベスト16 ベスト16

14 佐藤弘基 名古屋経済大学 81 ベスト８

15 大矢祥生 愛知学院大学

16 伊藤厚陽 愛知学院大学

本戦ストレートイン

1 真栄田珠 名古屋経済大学 59 ベスト16 ベスト16

2 加藤諒一 愛知学院大学 130 ベスト16

3 長山海 中京大学 125 ベスト16

4 伊藤滉崇 愛知学院大学 86 ベスト16

5 渡邊雄大 中京大学 181

6 南泉達政 中京大学 153

7 小野宗一郎 東海学園大学 86

8 鈴木利門 名城大学 86

9 井田貫太 朝日大学 75

10 大橋諒太郎 東海学園大学 66

11 三田村崚平 中京大学 49

12 宮崎東洋 東海学園大学 49

13 深津斗邦 中京大学 49

14 中村涼輔 愛知学院大学 42

15 武石大空 東海学園大学 39

16 鈴木我志 東海学園大学 38

全日本ジュニア選手権大会　ベスト32

全国高等学校テニス選手権大会シングルス　ベスト16



男子ダブルス

本戦シード ポイント R2新進戦績 R2春大戦績

1 田中秀明 ・ 長山海 中京大学 673 準優勝 ベスト4

2 山口雄矢 ・ 北澤拓真 中京大学 626 優勝

3 山田直輝 ・ 衣川信繁 愛知学院大学 190 優勝 ベスト4

4 林泰光 ・ 伊藤滉崇 愛知学院大学 400 ベスト4 ベスト8

5 福田光 ・ 小野宗一郎 東海学園大学 246 ベスト4

6 大橋諒太郎 ・ 鈴木我志 東海学園大学 159 ベスト4

7 渡邊雄大 ・ 南泉達政 中京大学 455 ベスト8

8 有本圭吾 ・ 吉田光宏 中京大学 103 ベスト8

本戦ストレートイン

1 河村陸斗 ・ 皆川将也 中京大学 98 ベスト8

2 原侑大 ・ 天谷陽仁 中京大学 58 ベスト8

3 三田村崚平 ・ 小山拓海 中京大学 110 ベスト8

4 加藤諒一 ・ 市川剣都 愛知学院大学 131 ベスト8

5 山下優太朗 ・ 武石大空 東海学園大学 168

6 遠藤悠太 ・ 佐藤弘基 愛知学院大学・名古屋経済大学 154

7 許田大夢 ・ 井田貫太 朝日大学 83

8 小川耀斗 ・ 舟橋健太 朝日大学 82



女子シングルス

本戦シード ポイント R2新進戦績 R2春大戦績

1 加藤穂乃佳 中京大学 120 優勝 優勝

2 成田園子 名古屋経済大学 906 準優勝

3 鈴木芽衣 中京大学 274 準優勝

4 中川杏 日本福祉大学 243 ベスト4 ベスト4

5 山本智花 四日市大学 215 ベスト4

6 中村香里 名古屋経済大学 35 ベスト8 ベスト8

7 長根尾江里 東海学園大学 155 ベスト8

8 北村真梨奈 四日市大学 88 ベスト8

9 伊藤瑚乃美 名古屋経済大学 88 ベスト8

10 丹嶌那菜子 椙山女学園大学 150 ベスト8

11 飯田莉帆 東海学園大学 138 ベスト8

12 稲垣綾乃 中京大学 211

13 井村晴香 名古屋市立大学 111

14 加藤早織 朝日大学 100

15 近藤由乃羽 南山大学 70

16 奥岡史帆 日本福祉大学 69

本戦ストレートイン

1 眞田珠里 中京大学 66

2 當銘咲星 朝日大学 60

3 堀田萌菜 朝日大学 60

4 露木怜衣 愛知学院大学 42

5 望月ひより 中京大学 40

6 伊藤里奈 愛知学院大学 40

7 福森未来 名古屋経済大学 37

8 足立悠希 東海学院大学 30

9 佐々木ひかり 東海学園大学 30

10 神山優香 中京大学 23

11 高橋有優 愛知学院大学 18

12 下田穂乃香 中京大学 10

13 菊田杏樹 中京大学 9

14 早川奏音 愛知学院大学 7

15 平松姫奈 東海学園大学 6

16 丸山恵莉 愛知淑徳大学 5



女子ダブルス

本戦シード ポイント R2新進戦績 R2春大戦績

1 稲垣綾乃 ・ 木下夏芽 中京大学・名城大学 931 準優勝 優勝・ベスト4

2 飯田莉帆 ・ 長根尾江里 東海学園大学 1066 ベスト4

3 眞田珠里 ・ 鈴木芽衣 中京大学 400 ベスト4 準優勝・ベスト4

4 高橋有優 ・ 後藤海希 愛知学院大学・愛知淑徳大学 186 優勝

5 成田園子 ・ 中村香里 名古屋経済大学 403

6 北村真梨奈 ・ 山本智花 四日市大学 358

7 伊藤瑚乃美 ・ 福森未来 名古屋経済大学 215

8 加藤早織 ・ 板谷有珠 朝日大学 136 優勝

本戦ストレートイン

1 中垣友紀子 ・ 徳倉清伽 東海学園大学 114

2 中川杏 ・ 奥岡史帆 日本福祉大学 100

3 下田穂乃香 ・ 望月ひより 中京大学 98

4 當銘咲星 ・ 堀田萌菜 朝日大学 91

5 丹嶌那菜子 ・ 池田優花 椙山女学園大学 81 ベスト4

6 早川奏音 ・ 伊藤里奈 愛知学院大学 78

7 小池美玖 ・ 菊田杏樹 中京大学 60

8 井村晴香 ・ 小黒江莉果名古屋市立大学・名古屋外国語大学 52


