
氏名 フリガナ 性別 学年 所属 地域

1 佐藤　和歌葉 サトウ　ワカバ 女 高1 山形県立山形東高等学校 東北

2 宮田　陸 ミヤタ　リク 男 中3 グランディールTC 九州

3 山口　柚希 ヤマグチ　ユズキ 男 中3 ドリームＴＳ 九州

4 佐藤　駿弥 サトウ　シュンヤ 男 中2 泉パークタウンテニスクラブ 東北

5 永村　優翔 ナガムラ　ユウト 男 中2 TEAM　くろまめ 九州

6 森下　桐衣 モリシタ 　トウイ 男 中2 ホワイティ 近畿

7 河口　佳晃 カワグチ　ヨシアキ 男 中3 ハロースポーツTS 近畿

8 蔵田　太洋 クラタ　タイヨウ 男 中3 アキラインドアテニススクール 中国・四国

9 齋藤　駿太 サイトウ　シュンタ 男 中3 ウィニングショット 東北

10 髙木　風花 タカキ　フウカ 女 中3 ニックインドアテニスカレッジ 近畿

11 大蔵　好珠 オオクラ　コノミ 女 中2 北九州ウエストサイドテニスクラブ 九州

12 斎藤　翔太 サイトウ　ショウタ 男 中2 ファミリーITS 北信越

13 佐藤　まりあ サトウ　マリア 女 中2 CIAOテニスクラブ 東海

14 下原　茉莉佳 シモハラ　マリカ 女 中2 ウイニングショット 東北

15 杉田　千紘 スギタ　チヒロ 女 中2 ロケーションテニススクール 九州

16 関根　康太 セキネ　コウタ 男 中2 アクトスポーツクラブ 東海

17 田中　佑弥 タナカ　ユウヤ 男 中2 C`s　RACQUET CLUB 近畿

18 西本　稲音 ニシモト　ネネ 女 中2 Tension 中国・四国

19 平山　尚暉 ヒラヤマ　ナオキ 男 中2 有明ジュニアテニスアカデミー 関東

20 藤沼　桃花 フジヌマ　モモカ 女 中2 C`s　RACQUET CLUB 近畿

21 南　颯汰 ミナミ　ソウタ 男 中2 西尾ローンＴＣ 東海

22 青山　義昂 アオヤマ　ヨシアキ 男 中1 時之栖テニスクラブ 東海

23 伊藤　飛翔 イトウ　ヒショウ 男 中1 筑紫野ローンテニスクラブ 九州

24 大神　照太 オオガミ　ショウタ 男 中1 北九州ウエストサイドテニスクラブ 九州

25 岡田　幸人 オカダ　ユキト 男 中1 FTTC橘Jr 東北

26 齋藤　駿斗 サイトウ　ハヤト 男 中1 ウイニングショットあすと長町 東北

27 櫻田　しずか サクラダ　シズカ 女 中1 アクトスポーツクラブ 東海

28 里村　陽 サトムラ　ハル 男 中1 アルドールテニスステージ 関東

29 眞田　将吾 サナダ　ショウゴ 男 中1 三重グリーンテニスクラブ 近畿

30 城　碧海 シロ　アオイ 女 中1 ウイニングショット 東北

31 末廣 茜 スエヒロ　アカネ 女 中1 江坂テニスセンター 近畿

32 田邑　来未 タムラ　クルミ 女 中1 tennis support 梅塾 近畿

33 出口　望叶 デグチ　モカ 女 中1 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 北信越

34 長峯　大揮 ナガミネ　タイキ 男 中1 ライジングテニスクラブ 北海道

35 長谷川　晴佳 ハセガワ　ハルカ 女 中1 テニスDIVO 九州

36 濱田　らん ハマダ　ラン 女 中1 C`s　RACQUET CLUB 近畿

37 松並　万睦 マツナミ　マチカ 女 中1 IWAMOTO　Indoor Tennis 東海

38 松村　羽奈 マツムラ　ハナ 女 中1 コートピア大泉テニスクラブ 関東



氏名 フリガナ 性別 学年 所属 地域

39 吉岡　秀 ヨシオカ　シュウ 男 中1 有明ジュニアテニスアカデミー 関東

40 磯打　航 イソウチ コウ 男 小6 C's RACQUET CLUB 近畿

41 宮内　汐夏 ミヤウチ　ユウナ 女 小6 SSAレニックス 関東

42 稲葉　蘭藍 イナバ　ララ 女 小6 アクトスポーツクラブ 東海

43 太田　貴子 オオタ　キコ 女 小6 成城ジュニアテニスアカデミー 関東

44 川出　晶葉 カワデ　アキハ 女 小6 鈴鹿ジュニアチーム 近畿

45 河村　孝太郎 カワムラ　コウタロウ 男 小6 ロランインドアテニスステージ 近畿

46 坂牧　亮太朗 サカマキ　リョウタロウ 男 小6 京王テニスクラブ 関東

47 櫻木　信太郎 サクラギ　シンタロウ 男 小6 ORION　TENNIS　SCHOOL 九州

48 宿田　凜太郎 シュクダ　リンタロウ 男 小6 Ｌｉｎｅ‘ｓ　Ｃｏｌｌｅｃｔ・ＴＴ 北海道

49 関根　大耀 セキネ　タイヨウ 男 小6 春日西TC 九州

50 瀬戸　祐希奈 セト　ユキナ 女 小6 大林TS 北信越

51 高倉　智也 タカクラ　トモヤ 男 小6 TAクレセント 近畿

52 田中　絢貴 タナカ　ジュンキ 男 小6 C`s　RACQUET CLUB 近畿

53 轟　佑介 トドロキ　ユウスケ 男 小6 有明ジュニアアカデミー 関東

54 長岡　咲樹 ナガオカ　サツキ 女 小6 NTCクラブ 九州

55 永澤　亜桜香 ナガサワ　アオカ 女 小6 サニ-ヒル 近畿

56 名倉　果甫 ナグラ　カホ 女 小6 アズールテニスアカデミー 東海

57 二宮　茉子 ニノミヤ　マコ 女 小6 佐鳴台ローンテニスクラブ 東海

58 服部　伶矢 ハットリ　レイヤ 男 小6 ホワイティ 近畿

59 畭　凛花 ハリ　リンカ 女 小6 江坂TC 近畿

60 前田　ミチル マエダ　ミチル 女 小6 スポーツドームエアーズ 北信越

61 水澤　康生 ミズサワ　コウセイ 男 小6 上越グリーンITS 北信越

62 虫賀　愛央 ムシカ　マオ 女 小6 木曽川ローンテニスクラブ 東海

63 虫賀　心央 ムシカ　ミオ 女 小6 木曽川ローンテニスクラブ 東海

64 森　広樹 モリ　ヒロキ 男 小6 テニススクエアアップデイト 中国・四国

65 山本　拓 ヤマモト　タク 男 小6 K-powersテニスアカデミーマートテニスガーデン関東

66 城　義弥 シロ　ヨシヤ 男 小5 ウィニングショット 東北

67 阿部　叶実 アベ　カナミ 女 小5 桜田倶楽部 関東

68 網田　永遠希 アミタ　トワキ 女 小5 ラスタットテニスクラブ 中国・四国

69 綾井　優太 アヤイ　ユウタ 男 小5 PDTテニスクラブ 中国・四国

70 石井　絢 イシイ　アヤ 女 小5 RIVER 関東

71 泉　浩大 イズミ　コウダイ 男 小5 上野山テニススクール 関東

72 岩田　昊空 イワタ　トワ 男 小5 リンクステニスアカデミー 近畿

73 小野　陽菜 オノ　ハルナ 女 小5 殿山TG 関東

74 木下　晴結 キノシタ　ハユ 女 小5 香里グリーンテニスクラブ 近畿

75 木村　美柚 キムラ　ミユ 女 小5 茨木テニスクラブ 東海

76 久米　くらら クメ　クララ 女 小5 佐鳴台ローンテニスクラブ 東海
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77 今野　凜子 コンノ　リコ 女 小5 VIP Tennis Academy 関東

78 齋藤　咲良 サイトウ サラ 女 小5 ﾐﾅﾐｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 関東

79 坂根　瑛太 サカネ　エイタ 男 小5 MTS大阪校カラバッシュジュニアアカデミー近畿

80 澁谷　彩瑛 シブヤ　サエ 女 小5 大正セントラルテニススクール目白 関東

81 島袋　華怜 シマブクロ　カレン 女 小5 湯山泰次TS 近畿

82 中久木　陽奈 ナカクキ　ハルナ 女 小5 ニックインドアテニスカレッジ 近畿

83 林　妃鞠 ハヤシ　ヒマリ 女 小5 三重グリーンテニスクラブ 東海

84 三浦　怜央 ミウラ　レオ 男 小5 More-Tennis 東北

85 宮里　琉星 ミヤザト　リュウセイ 男 小5 TCμ 沖縄

86 若松　泰地 ワカマツ　タイチ 男 小5 パブリックTE 近畿

87 渡邊　遥奈 ワタナベ　ハルナ 女 小5 TCコスパ神崎川 近畿

88 飯塚　さくら イイヅカ　サクラ 女 小4 アクトスポーツクラブ 東海

89 泉澤　伽誠 イズミサワ　カナリ 男 小4 SEEKERS TT 北海道

90 伊藤　洋一郎 イトウ　ヨウイチロウ 男 小4 エストテニスクラブ 関東

91 小浜　守大郎 コハマ　モリタロウ 男 小4 GenTS 沖縄

92 駒田　大地 コマダ　ダイチ 男 小4 ウイニングショットあすと長町 東北

93 千葉　陽葵 チバ　ヒナタ 女 小4 靭TS 近畿

94 渡久地　杜生 トグチ　トキ 女 小4 GenTS 沖縄

95 長野　亘 ナガノ　ワタル 男 小4 京王赤城テニスアカデミー 関東

96 西村　星吾 ニシムラ　セイゴ 男 小4 コナミスポーツクラブ 関東

97 野口　侑暉 ノグチ　ユウキ 男 小4 三菱養和テニススクール 関東

98 米野　俊亮 メノ　シュンスケ 男 小4 ミナミグリーンテニスクラブ 関東

99 横堀　陽太郎 ヨコボリ　ヒタロウ 男 小4 新潟ジャンボITS 北信越

100 今井　力輝 イマイ　リキ 男 小3 HIDEテニスアカデミー 東海

101 坂牧　優亮 サカマキ　ユウスケ 男 小3 有明ジュニアテニスアカデミー 関東

102 澤田　瞬 サワダ　シュン 男 小3 サン城陽テニスクラブ 近畿

103 菅谷　海南 スガヤ　ミイナ 女 小3 楠クラブ 関東

104 鈴木　遼央 スズキ　リオ 男 小3 SSAレニックス 関東

105 高村　颯 タカムラ ハヤト 男 小3 あざみ野ローンテニスチーム 関東

106 名井　裕亮 ナイ　ユウスケ 男 小3 宝田テニスカレッジ・パッション 近畿

107 永田　温人 ナガタ　ハルト 男 小3 森林ロングウッド 東海

108 星原　凛太郎 ホシハラ　リンタロウ 男 小3 ホワイティ 近畿

109 松本　快 マツモト　カイ 男 小3 ロングウッド 東海

110 松本　経 マツモト　ケイ 男 小3 ロングウッド 東海

111 丸田　昊 マルタ　ゴウ 男 小3 チェリーテニスクラブ 東海

112 溝渕　杏莉 ミゾブチ　アンリ 女 小3 テニスアリーナガーデン 中国・四国

113 山田　美和 ヤマダ　ミワ 女 小3 香里グリーンTC 近畿

114 吉井　一就 ヨシイ　カズナリ 男 小3 アズールテニスアカデミー 東海



氏名 フリガナ 性別 学年 所属 地域

115 渡辺　光来 ワタナベ　ミク 女 小3 ブリヂストンTH新所沢 関東

116 板垣 瑠夏 イタガキ ルナ 女 小2 MSサウサリート 近畿

117 香川　荘太 カガワ　ソウタ 男 小2 PDTテニスクラブ 中国・四国

118 長谷川　諒輔 ハセガワ　リョウスケ 男 小2 武蔵野テニスシティ 関東

119 廣瀬　勇太 ヒロセ　ユウタ 男 小2 PDT 中国・四国

120 宮本 亮 ミヤモト　アキラ 男 小2 S.T.A.C 東海

121 笠原　梨心 カサハラ　リコ 女 小1 有明JTA 関東


