
No. 氏 名 所属団体 No. 氏 名 所属団体

1 山田 矢音 東海大学菅生高校 65 古姓 寛樹 ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

2 橋本 圭史 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 66 金田 晴輝 東京学館浦安高校

3 佐々木 唯人 ISHII TENNIS ACADEMY 67 田畑 遼 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

4 本田 尚也 文星芸術大学附属高校 68 笹本 龍哉 ALWAYS TENNIS SCHOOL

5 橋本 宇弘 MAT高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 69 仁島 清嘉 TENNIS SUNRISE 朝霞

6 轟 佑介 緑ｹ丘ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 70 ディリマー 海 たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

7 丸谷 圭介 Smile Tennis College 71 内田 弘心 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

8 前田 透空 吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ 72 稲木 琢真 法政大学第二高校

9 木村 一翔 CSAT 73 黒田 渓太 成蹊中学校

10 増田 真吾 TENNIS SUNRISE 朝霞 74 冨田 頼 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

11 石島 丈慈 慶応義塾高校 75 永井 優輝 日本大学第三高校

12 富田 一星 MAT高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 76 加羽澤 龍之介 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

13 外池 智稀 大磯ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 77 上田 頼 MSS橘ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

14 神山 宏正 TEAM　YONEZAWA 78 宮武 魁 浦和学院高校

15 島巡 巧海 霞ｹ浦高校 79 三村 夏偉 東海大学菅生高校

16 小林 拓矢 A&Aﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 80 斎藤 博紀 慶応義塾高校

17 多田 和起 ｻﾑﾗｲPAL 81 西方 広望 東海大学菅生高校

18 細野 暖 吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ 82 花原 智輝 Team SanPlus

19 稲木 友望 Team YUKA 83 大森 翔太 東海大学菅生高校

20 坂本 健英 荏原SSC 84 大岩 春翔 浦和麗明高校

21 石井 凌馬 Team YUKA 85 吉田 琳 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

22 大木 悠靖 京王赤城ｱｶﾃﾞﾐｰ 86 鈴木 隼人 ﾋﾞｯｸﾞKﾃﾆｽ

23 黒田 長実 京王赤城ｱｶﾃﾞﾐｰ 87 西方 広優 東海大学菅生高校

24 畑 泰成 Smile Tennis College 88 川崎 幹太 東海大学菅生高校

25 石橋 万佐希 足利大学附属高校 89 桑原 勘太 ALWAYS TENNIS SCHOOL

26 京谷 仁 足利大学附属高校 90 中澤 優里 霞ｹ浦高校

27 寺島 拓斗 ｻﾑﾗｲPAL 91 一木 玲真 ﾐﾅﾐｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

28 松岡 輝 法政大学第二高校 92 松元 大和 ｱｳﾘﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

29 最所 晴樹 ｻﾑﾗｲPAL 93 床井 海斗 足利大学附属高校

30 大熊 樂 桜田倶楽部 94 茂木 一希 早稲田実業学校高等部

31 笹元 紀吾 湘南工科大学附属高校 95 新井 颯太 埼玉平成高校

32 井實 優斗 三菱養和ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 96 桶谷 奎太 MAT Tennis Academy

33 安藤 凱 Grand Slam Tennis Academy 97 石井 尭乃進 浦和学院高校

34 宮川 侑士 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 98 中山 陽 足利大学附属高校

35 中村 翼 ｻﾑﾗｲPAL 99 池田 凌成 ALWAYS TENNIS SCHOOL

36 松村 康太郎 TENNIS SUNRISE 朝霞 100 早川 宗登 浦和学院高校

37 瀬尾 涼斗 Smile Tennis College 101 鈴木 荘太郎 一筆ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

38 山本 律 浦和学院高校 102 尊馬 一偉 MAT高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

39 関口 恒 湘南工科大学附属高校 103 河野 史門 吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

40 村上 稜真 湘南工科大学附属高校 104 飯野 慶人 浦和学院高校

41 井上 拓海 東海大学菅生高校 105 野口 礼斗 浦和学院高校

42 大舘 一輝 日本大学第三中学校 106 井上 駿之介 ｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

43 早田 匡成 湘南工科大学附属高校 107 奥山 希世斗 ｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

44 大森 瀬那 INABA T.S. 108 岡田 陸雅 一筆ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

45 安藤 雄哉 荏原SSC 109 中村 颯希 あいﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

46 金子 正人 武蔵野ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｽｸｰﾙ 110 尾崎 莉玖 MAT高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

47 亀山 日向 太田高校 111 大橋 達也 東海大学菅生高校

48 高松 勇吹 前橋東高校 112 林 亮太 MAT前橋ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

49 金田 俊介 INABA T.S. 113 小山 瑠唯 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

50 中村 颯人 ｴｰｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

51 金田 悠来 足利大学附属高校

52 海野 優輝 足利大学附属高校

53 岡 皇輝 ACE Tennis Club

54 澤入 春斗 MAT高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

55 安生 竜輝 宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

56 宮崎 颯人 ｻﾑﾗｲPAL

57 田子 開翔 KCJﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

58 大塚 元暉 OTSC

59 渡辺 俊介 ISHII TENNIS ACADEMY

60 井上 遥十 ｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

61 大野 真寛 MAT高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

62 雨宮 啓暉 ISHII TENNIS ACADEMY

63 松本 佑悟 ABCﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

64 上方 拓真 霞ｹ浦高校
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No. 氏 名 所属団体 No. 氏 名 所属団体

1 齋藤 咲良 MAT Tennis Academy 65 竹内 星妃 SOL Tennis College

2 長谷川 采香 たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 66 添田 栞菜 荏原SSC

3 小野 陽菜 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ 67 小松 由茉 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

4 廣島 莉子 昭和の森ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ 68 片岡 諭伽 白鵬女子高校

5 大脇 結衣 たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 69 伏見 茜音 東洋大附属牛久高校

6 辻岡 史帆 SYT 月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 70 上村 寧々 ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

7 小高 未織 昭和の森ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ 71 杉山 梨華 昭和の森ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ

8 北原 結乃 Team YUKA 72 ディリマー 雅 たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

9 小林 杏里紗 MAT Tennis Academy 73 岩佐 菜々心 東京都TA

10 松田 光 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 74 阿部 叶実 桜田倶楽部

11 山田 理莉子 山梨学院高校 75 菊池 綾実 初石ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

12 朝倉 優奈 TENNIS SUNRISE 朝霞 76 太田 南歩 SOL Tennis College

13 松井 七乃花 葉山ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 77 長谷川 汎奈 TEAM YONEZAWA横浜

14 長谷川 美愛 白鵬女子高校 78 松本 瑠夏 武蔵野ﾄﾞｰﾑﾃﾆｽｽｸｰﾙ

15 伊東 磨希 TENNIS SUNRISE 朝霞 79 矢口 絢菜 たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

16 大纏 三奈 宇都宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 80 藤田 真由 白鵬女子高校

17 前田 璃緒 緑ｹ丘ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 81 生田 華実 たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

18 阿出川 暖乃 東京都TA 82 武士 琴惟 S.ONEｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

19 斉藤 咲希 東洋大附属牛久高校 83 佐藤 弘夏 桜田倶楽部

20 白石 真里名 宇都宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 84 杉村 舞夏 ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

21 馬場 アリーチェ 町田ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 85 森 基来凜 白鵬女子高校

22 松村 羽奈 ｺｰﾄﾋﾟｱ大泉ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 86 寺田 絵里花 東宝調布ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

23 古谷 ひなた 有明ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 87 内藤 悠香 松原ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ横浜

24 金巻 知里 葉山ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 88 堀 陽菜子 毎日庭球日

25 田邉 紗瑛 初石ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 89 添田 莉依菜 白鵬女子高校

26 岩佐 南美 東京都TA 90 木村 萌々花 吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

27 米山 夏果 山梨学院高校 91 金丸 日菜子 桐蔭学園高校

28 黄川田 莉子 善福寺公園ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 92 桑原 由衣 志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

29 松本 多恵 MAT高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 93 山本 晄 ﾐﾅﾐｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

30 大吉 向空 殿山ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 94 永田 奈々 白鵬女子高校

31 城 碧海 白鵬女子高校 95 山口 結子 浦和学院高校

32 丹下 愛菜 浦和麗明高校 96 三浦 菜々心 宇都宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

33 名雪 芹 荏原SSC 97 鈴木 ひな乃 浦和学院高校

34 窪田 恵菜 山村学園高校 98 村田 莉奈 一筆ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

35 辻内 未海 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 99 氷室 遥嘉 浦和学院高校

36 谷島 和実 A-one 100 渡辺 涼香 白鵬女子高校

37 入内嶋 愛 白鵬女子高校 101 小嶋 遥夏 浦和学院高校

38 小川 知紗 浦和麗明高校 102 宮沢 凜花 浦和学院高校

39 野口 紗枝 ﾚﾆｯｸｽﾃﾆｽｽｸｰﾙ 103 大川 あい 昭和の森ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ

40 富田 晴翔 ｱﾎﾟﾛｺ-ｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 104 上松 莉乃 ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA

41 山上 夏季 TAI Tennis School 105 米川 しゅう 宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

42 山倉 実桜 CSAT 106 前田 桃佳 浦和学院高校

43 五十嵐 美春 町田ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 107 佐藤 希星 ｻﾄｳGTC

44 上坂 真菜 NJﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 108 仙波 瑚希未 浦和学院高校

45 麻坂 芽生 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 109 吉野 真央 白鵬女子高校

46 岩田 莉子 ｱﾎﾟﾛｺ-ｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 110 岡田 莉奈 宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

47 小安 穂果 たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 111 宮本 怜 桜台庭球塾

48 二瓶 ひなた 東洋大附属牛久高校

49 石井 絢 宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

50 穴水 姫奈乃 山梨学院高校

51 平野 愛実 ﾘﾊﾞｰﾃﾆｽｽｸｰﾙ

52 渡辺 愛彩 ISHII TENNIS ACADEMY

53 大橋 來愛 MAT前橋ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

54 北爪 優日 上野山ﾃﾆｽｽｸｰﾙ

55 樋口 眞葵 MAT Tennis Academy

56 齋藤 朱花 MAT前橋ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

57 伊藤 菜々子 宇都宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

58 田中 舞璃花 浦和学院高校

59 吉新 なつき 日光ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

60 小山 そよぎ ISHII TENNIS ACADEMY

61 竹内 悠浬 CSJ

62 鈴木 瑠莉 浦和学院高校

63 土井 陽愛 土浦日本大学高校

64 篠崎 実咲 ACE Tennis Club
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