
No. 地域 県 所属団体 No. 地域 県 所属団体

1 北海道 北海道 小笠原 陸 海星学院高等学校 1 北海道 北海道 志賀 瑚華 海星学院高等学校

2 青森 三浦 陽 リベロSC 2 青森 石田 惺子 青森ジュニアテニスアカデミークラブ

3 岩手 中村 右京 岩手高校 3 岩手 吉田 梨真 園田学園高等学校

4 宮城 佐藤 駿弥 ダンロップ泉パークタウンテニスクラブ 4 宮城 城 碧海 白鵬女子高等学校

5 秋田 野坂 迅 秋田商業高校 5 秋田 泉 穂乃花 ファンキーテニスアカデミー

6 山形 阿部 壱冴 日大山形高校 6 山形 石澤 萌々子 近江TC

7 福島 宮武 魁 天栄村立天栄中学校 7 福島 志賀 亜希奈 アパーステニスクラブ

8 茨城 島巡 巧海 霞ヶ浦高等学校 8 茨城 長谷川 美愛 白鵬女子高等学校

9 栃木 大沼 広季 北陸高等学校 9 茨城 上坂 真菜 NJテニスクラブ

10 群馬 橋本 宇弘 高崎テニスクラブ 10 栃木 白石 真里名 宇都宮テニスクラブ

11 埼玉 清水 勇至 浦和学院高等学校 11 群馬 松本 多恵 高崎テニスクラブ

12 埼玉 栗原 颯友 秀明英光高等学校 12 埼玉 奥脇 莉音 秀明英光高等学校 埼玉

13 埼玉 鮫島 悠志 川越東高等学校 13 埼玉 風間 菜花 浦和学院高等学校 

14 埼玉 茂木 一希 浦和パークテニスクラブ 14 千葉 早重 果波 あじさいＭＴＣアカデミー

15 埼玉 小林 拓矢 さくら野火止テニスアカデミー 15 千葉 小副川 莉桜 オールサムズテニスクラブ

16 埼玉 粕谷 太洋 ブリヂストンテニスハウス新所沢 16 千葉 藤田 桃子 千葉県立八千代高等学校

17 千葉 橋本 圭史 フミヤエース市川テニスアカデミー 17 東京 クロスリー 真優 ENDEAVOR

18 千葉 山内 日斗 フミヤエース市川テニスアカデミー 18 東京 長谷川 采香 たちかわジュニアテニスアカデミー

19 千葉 金田 晴輝 松原テニスクラブ印西 19 東京 大脇 結衣 たちかわジュニアテニスアカデミー

20 東京 山田 矢音 三菱養和テニススクール 20 東京 阿出川 暖乃 Team REC

21 東京 山本 律 ICHIKATSU TENNIS ACADEMY 21 神奈川 入内嶋 愛 白鵬女子高等学校

22 東京 村上 涼 東海大学菅生高等学校 22 山梨 米山 夏果 エストテニスクラブ

23 神奈川 松岡 隼 荏原SSC 23 長野 飯沼 有美 荒神山テニススクール

24 神奈川 坂本 健英 荏原SSC 24 新潟 鈴木 まこ さくらテニスガーデン

25 山梨 岡 皇輝 ACE Tennis Club 25 新潟 小柴 美波 長岡北部ジュニアテニスクラブ

26 長野 大野 蒼真 松商学園高等学校 26 富山 瀬戸 祐希奈 大林テニススクール

27 長野 中島 暁 エムスタイルテニスアカデミー 27 石川 佐藤 莉乃 ATS

28 新潟 原 爽叶 松商学園高等学校 28 福井 白﨑 望愛 仁愛女子高等学校

29 富山 堀 宏成 東京学館新潟高等学校 29 静岡 櫻田 しずか アクトスポーツクラブ

30 石川 村上 稜真 GETT 30 愛知 駒田 光音 名古屋市立名東高等学校

31 福井 畑中 温翔 北陸高等学校 31 愛知 伊藤 あおい サリュートテニス専門学院

32 静岡 塩崎 凱世 一藤庭球会 32 愛知 松田 鈴子 チェリーテニスクラブ

33 愛知 富田 悠太 チェリーテニスクラブ 33 愛知 成田 百那 team-N.1

34 愛知 森島 哲太 麗澤瑞浪高校 34 愛知 津田 梨央 ウィルテニスアカデミー瀬戸

35 愛知 稲川 了介 TEAM YONEZAWA 名古屋 35 三重 林 妃鞠 三重グリーンテニスクラブ

36 三重 田嶋 晴太朗 三重県立四日市工業高校 36 岐阜 間宮 万結 ＨＩＤＥ　テニスアカデミー

37 三重 眞田 将吾 三重グリーンテニスクラブ 37 滋賀 菊地 紗加 立命館守山高等学校

38 岐阜 川田 駿実 麗澤瑞浪高校 38 京都 上田 真鈴 同志社女子高等学校

39 滋賀 森田 真ﾉ介 光泉高等学校 39 京都 清水 爽香 京都両洋高等学校

40 京都 井戸 勇吾 東山高等学校 40 大阪 田邑 来未 城南学園

41 京都 服部 伶矢 TAクレセント京都 41 大阪 畭 凛花 城南学園

42 大阪 永山 寛基 アイテニスクラブ 42 大阪 大山 華歩 チームホリゾン

43 大阪 南光 祥大 Wacc 43 兵庫 門脇 優夏 神村学園神戸垂水学習センター

44 兵庫 原﨑 朝陽 テニスプラザ尼崎 44 兵庫 西村 佳世 ACE　TC

45 兵庫 山本 夏生 テン・IFT 45 奈良 奥野 柚来 ダイヤモンドテニスクラブ学園前

46 奈良 渡辺 直生 ダイヤモンドテニスクラブ学園前 46 和歌山 菱井 咲絵 和歌山インドアTC

47 和歌山 戎 郁星 初芝橋本高等学校 47 鳥取 櫻井 友子 ＳＴＥＶＥ

48 鳥取 三木 大地 遊ポートＴＣ 48 島根 浦野 仁美 グリーンベアーズ

49 島根 角 陽太 開星高校 49 岡山 片山 皓 山陽学園高等学校

50 岡山 岩本 晋之介 関西高校 50 岡山 五藤 玲奈 ラスタットテニスクラブ

51 広島 中本 悠水 広島国際学院高等学校 51 広島 中岡 咲心 やすいそ庭球部

52 山口 今井 汰育 東山高等学校 52 山口 藤永 萌花 トゥネテニスクラブ

53 香川 熊野 宗太 高松市立山田中学校 53 香川 大平 一花 ローランギャロ

54 徳島 薦田 直哉 HIROテニスカレッジ 54 徳島 松下 千織 徳島県立城南高等学校

55 愛媛 丹下 颯希 新田高等学校 55 愛媛 濱田 暖菜 新田高等学校

56 高知 市吉 風音 土佐高等学校 56 高知 山中 麟 MRS Tennis Academy

57 福岡 山口 隼人 折尾愛真高等学校 57 福岡 宮原 千佳 第一薬科大学付属高等学校

58 佐賀 三溝 真人 ファインヒルズ 58 佐賀 友枝 夢 太閤テニスクラブ

59 長崎 荒木 仁功郎 海星高等学校 59 長崎 川上 くるみ 海星高等学校

60 熊本 坂本 日色 ＲＫＫルーデンステニスクラブ 60 熊本 安髙 日渚莉 ルーセントＴＡ熊本

61 大分 前田 優 ラフ大分 61 大分 野口 愛菜 福徳学院高等学校

62 宮崎 髙妻 蘭丸 大分舞鶴高校 62 宮崎 益山 季子 ライジングサンHJC

63 鹿児島 本薗 慶人 希望が丘学園鳳凰高等学校 63 鹿児島 吉重 ななこ サングリーンJr

64 沖縄 荻堂 公史郎 沖縄尚学高等学校 64 沖縄 新城 英万 STS.jr
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