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埼 玉 県 テ ニ ス 協 会

ヨ ネ ッ ク ス 株 式 会 社



大会委員長

トーナメントディレクター

トーナメントレフェリー

運 営 委 員 原田正明　今中隆雄　金子明彦　矢野朋子

埼玉県テニス協会審判委員

受 付 試合のできる服装で、選手本人が指定時刻までに本部へ出席を届けてください。

指定時刻に届け出なかった場合は欠場となります。

支 払 方 法 参加費は大会初日、受付終了後、本部にてお支払いください。

☆ 封筒に参加費 (2,500円丁度) を入れ、下記必要事項を記入し提出してください。

①大会名 ②男子/女子種目・ドロー番号

③選手氏名 ④申込み責任者名と連絡先

競 技 方 法 トーナメント方式　（初戦の敗者同士で１試合できます）

全試合、１セットマッチ（６－６タイブレーク）　ノーアドバンテージ方式

敗者戦は６ゲーム先取　ノーアドバンテージ方式

審 判 方 法 セルフジャッジ。困ったらRU（県審判員）を呼んでください。サポートします。

全試合サービス4本　　

使 用 球 マッスルパワートーナメント（ヨネックス）

服 装 テニスウエア、又は動きやすい服装。(学校の体操着でも可）

表 彰 男子全種目と女子ローティーンシングルスは1位・2位・3位。

その他の種目は1位・2位に楯と賞品を授与します。(賞状は優勝者のみ)

天 候 ＊ 会場が、砂入人工芝のため、荒天など余程のことがない限り中止にはなりません。

＊ 雨天等により中止の場合は、会場に変更を掲示しホームページにも発表します。

＊ 試合開始が決まって出席を取る時にいない場合は欠場となります。

推　　　　　　薦 ＊ 各種目単・複優勝者は、県ジュニア選手権大会予選にWC（ワイルドカード）として出場出来ます。

但し、申込時にはJTAジュニア選手登録(JPIN番号)と関東ジュニア選手登録をしていることが必要です。

そ の 他 ＊ その他の規定は、原則として「JTAテニスルールブック２０２２」に準じます。

＊ 本大会は賠償保険には加入していますが、障害保険には加入していません。

＊ 新型コロナウィルス感染状況の悪化や荒天候等、その他やむを得ない事情により期日や競技方法を変

更することがあります。

＊ 本大会申込書に記載いただきます個人情報につきましては、年齢基準の確認および大会に関わる諸

連絡に使用いたします。また、氏名・所属につきましては本大会プログラムおよび大会記録として本協

会の情報誌等に記載させていただくことがあります。

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、下記注意事項を遵守し、会場では主催者の指示に従うよう

ご理解ご協力をお願いします。

【出かける前に体調チェック】

・検温により平熱の確認 【大会受付では】

・発熱やせき、のどの痛みな ど風邪 ・並ぶ際には距離を空ける

　の症状がない ・集合ミーティングはしません

・だるさ、息苦しさがない 【オンコートでは】

・臭いや味がいつもと同じ ・ベンチ、ネット、審判台に手で触れない 

・ベンチに座る際も選手同士の距離を空ける 

【感染予防の基本】 ・試合の始めと終わりの挨拶は握手ではない方法で 

・三密（「密閉」、「密 集」、「密接」）の回避 ・プレイ中は手で顔に触れない（ハイタッチ等はしない）
・手洗い、アルコー ル等による手指消毒
・マスク着用 【当日の試合が終了したら】
・混雑する交通手段での移動を避ける 速やかに会場から退出してください
・なるべく距離を空ける

国際テニス連盟、スポーツ庁、日本スポーツ協会の資料を参考に日本テニス協会が作成したリーフレットを一部抜粋

試合前の練習

＊必要事項

≪大会役員≫

油井正幸

清水宏明

並木克広

　≪試合規則および注意事項≫



2022.12.12

12/30(金)

8

1R 9:00 全員 9:00

2R 10:00

1R～4R QF～F

全員 10:30 全員 11:30

1R～QF SF.F

全員 9:00 全員 9:00

1R～QF SF.F

全員 10:30

1R～F

全員 9:00 全員 9:00

1R～4R QF～F

全員 9:00 全員 11:30

1R～QF SF.F

1R 11:00 全員 9:00

2R 12:00

1R～QF SF.F

全員 10:00 全員 10:30

1R～QF SF.F

全員 9:00 全員 9:00

1R～3R QF～F

全員 9:00 全員 10:30

1R～3R QF～F

　※　試合進行および天候不順等で試合の日程や試合方法が変更になることがあります。

　※　初戦の敗者同士で１試合対戦します。希望者は必ず本部に申し込んで下さい。２回戦終了後、対戦相手が決めった選手から始めます。

下記アドレスに、①大会名、②男子か女子か、③ドロー番号と氏名、④欠場理由を明記してください。

大会当日、欠場する場合も送信してください。

junior@sta-tennis.org

埼玉県テニス協会　 TEL：048-778-1213　 (月・水・金　　10:00～16:00)

メールアドレス junior@sta-tennis.org

　※　大宮第二公園事務所には、問い合わせ等の電話は掛けないでください。

月　 日 12/11(日) 12/17(土） 12/18(日) 12/25(日） 12/26(月) 12/27(火)

日　程　表

面 　数 12 16 8 16 16 8
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   本 部 第1コート (No．1〜16)　 ８番コートと９番コートの間 

大宮公園の事務所には絶対電話をしないでください。

＜大宮第二公園テニスコート＞

所在地：さいたま市大宮区寿能町2-405

　　　　交通：東武野田線　｢大宮公園駅｣下車　徒歩15分

トイレ

駐車場入り口 大会本部

駐車場入り口



2022中級者大会

ハイティーン男子(単)
R1 R2 R3 R4 QF

  

1 埼玉栄高等学校 保坂 拓毅  

  保坂 拓毅

2  Bye   

   保坂

3 伊奈学園総合高校 村上 凜  76(6)

  澤田 航聖  

4 浦和西高校 澤田 航聖 64  

   保坂

5  Bye  60

  横越 勇人  

6 県立川口高校 横越 勇人   

   横越

7  Bye  62

  谷本 大誠  

8 川口北高校 谷本 大誠   

   川上

9 正智深谷高等学校 柳沼 結人  64

  柳沼 結人  

10 埼玉県立川口北高校 高鹿 俊二郎 76(6)  

   岩澤

11 県立川口高校 岩澤 佑樹  76(7)

  岩澤 佑樹  

12  Bye   

   川上

13  Bye  63

  粕谷 真夢  

14 伊奈学園総合高等学校 粕谷 真夢   

   川上

15  Bye  61

  川上 暖真  

16 正智深谷高等学校 川上 暖真   

   田代

17 伊奈学園総合高等学校 田代 勇哉  62

  田代 勇哉  

18  Bye   

   田代

19 埼玉県立川口北高等学校 鈴木 悠生  60

  鈴木 悠生  

20  Bye   

   田代

21 浦和西高校 小山 湊  61

  小山 湊  

22 Bye   

   富田

23  Bye  61

  富田 海聖  

24 埼玉県立川口北高校 富田 海聖   

   田代

25 川口北高校 永堀 太悟  61

  永堀 太悟  

26  Bye   

   永堀

27 県立川口高校 神宮司 亜蓮  WO

  神宮司 亜蓮  

28  Bye   

   金澤

29  Bye  63

  金澤 蒼真  

30 岩槻高校 金澤 蒼真   

   金澤

31  Bye  WO

  水庫 凛太朗  

32 川口北高校 水庫 凛太朗   

ハイティーン男単 SF F
17 田代勇哉

中山

59 中山彰人 62

森山

80 奥抜雄介 63

森山

128 森山和輝 60

伊奈学園総合高等学校

埼玉栄高等学校

埼玉県立伊奈学園総合高等学校

伊那学園総合高校



2022中級者大会

ハイティーン男子(単)
R1 R2 R3 R4 QF

    

33 伊奈学園総合高等学校 蘇原 優翔   

  蘇原 優翔  

34  Bye   

   渡邉

35 Bye  WO

  渡邉 希  

36 川口北高校 渡邉 希   

   加藤

37  Bye  62

町田 惇三郎  

38 埼玉栄高校 町田 惇三郎  

   加藤

39  Bye  63

  加藤 哉洸  

40 岩槻高校 加藤 哉洸   

   加藤

41 伊奈学園総合高等学校 森本 翔大郎  64

  森本 翔大郎  

42  Bye   

   森本

43 さいたま市立埼玉栄高等学校 山ノ井 柊人  62

  山ノ井 柊人  

44 浦和西高校 橋本 琉生 61  

   森本

45  Bye  62

  海老澤 拓実  

46 県立川口高校 海老澤 拓実   

   大山

47  Bye  61

  大山 雄也  

48 川口北高校 大山 雄也   

   中山

49 埼玉県立川口北高校 奥田 壮紀  63

  奥田 壮紀  

50 ブリジストンテニスハウス浦和 高野 優希 63  

   奥田

51 県立川口高校 髙橋 依武生  62

  髙橋 依武生  

52  Bye   

   岡野

53  Bye  62

  岡野 陸  

54 埼玉栄高等学校 岡野 陸   

   岡野

55  Bye  64

  関根 魁  

56 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 関根 魁   

   中山

57 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 金子 柊晟  64

  金子 柊晟  

58  Bye   

   中山

59 埼玉栄高等学校 中山 彰人  61

  中山 彰人  

60  Bye   

   中山

61  Bye  63

  永井 匠登  

62 県立川口高校 永井 匠登   

   永井

63  Bye  WO

  和賀 日向大  

64 川口北高校 和賀 日向大  



2022中級者大会

ハイティーン男子(単)
R1 R2 R3 R4 QF

   

65 埼玉県立春日部高等学校 西尾 拓真  

  西尾 拓真

66  Bye   

   刁 嵐博

67 埼玉栄高校 刁 嵐博  62

  刁 嵐博  

68  Bye   

 内田

69 埼玉県立川口北高等学校 柴田 栄祐  60

  柴田 栄祐  

70 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 松村 隼斗 WO  

   内田

71 Bye  75

  内田 彩斗  

72 県立川口高校 内田 彩斗   

   奥抜

73 川口北高校 相馬 大煌  61

  相馬 大煌  

74  Bye   

   加藤

75 埼玉県立浦和西高等学校 富澤 遥生  WO

  加藤 匠翔  

76 埼玉平成高校 加藤 匠翔 60  

   奥抜

77  Bye  64

  本間 煌志  

78 正智深谷高等学校 本間 煌志   

   奥抜

79  Bye  62

  奥抜 雄介  

80 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 奥抜 雄介   

   奥抜

81 埼玉県立川口高等学校 溝口 優吾  61

  溝口 優吾  

82  Bye   

   田口

83 岩槻高校 田口 啓太  76(3)

  田口 啓太  

84  Bye   

   古田

85 埼玉栄高等学校 古田 詠志  62

  古田 詠志  

86 深谷私立正智深谷高等学校 神田 琉月 63  

   古田

87  Bye  60

  桐野 絢也  

88 川口北高校 桐野 絢也   

   坂口

89 岩槻高等学校 上田 快  62

  上田 快  

90  Bye   

   坂口

91 さいたま市立浦和高等学校 武内 太陽  63

  坂口 輝  

92 川口北高校 坂口 輝 62  

   坂口

93  Bye  63

  矢﨑 湊平  

94 伊奈学園総合高校 矢﨑 湊平   

   三俣

95  Bye  61

  三俣 慶弥  

96 埼玉県立岩槻高校 三俣 慶弥   



2022中級者大会

ハイティーン男子(単)
R1 R2 R3 R4 QF

    

97 埼玉栄高等学校 大沼 優太郎   

  大沼 優太郎  

98  Bye   

   長谷地

99 県立川口高校 長谷地 航介  WO

  長谷地 航介  

100  Bye   

   芳井

101  Bye  60

  芳井 大遥  

102 埼玉栄高等学校 芳井 大遥   

   芳井

103 川口北高校 川口 峻吾  64

  島田 龍世  

104 叡明高校 島田 龍世 62  

   芳井

105 伊奈学園総合高等学校 吉田 陸人  60

  吉田 陸人  

106  Bye   

   新井

107 さいたま市立浦和高等学校 中村 咲太朗  61

  新井 大登  

108 正智深谷高等学校 新井 大登 WO  

   新井

109 川口北高校 山下 知洋  61

  山下 知洋  

110 Bye   

   角田

111  Bye  WO

  角田 夏士睦  

112 埼玉県立浦和西高校 角田 夏士睦   

   森山

113 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 永島 謙心  76(4)

  永島 謙心  

114  Bye   

   永島

115 川口北高校 青山 隼也  62

  青山 隼也  

116  Bye   

   折原

117 伊奈学園総合高等学校 折原  煌之介  63

  折原  煌之介  

118 浦和ルーテル学院 笹尾 秋太 75  

   折原

119  Bye  WO

  橋本 来輝  

120 県立川口高等学校 橋本 来輝   

   森山

121 正智深谷高等学校 向井温樹  62

  向井温樹  

122  Bye   

   山田

123 埼玉県立川口北高校 山田 颯  64

  山田 颯  

124  Bye   

   森山

125 埼玉栄高校 大井川 琉偉  60

  大井川 琉偉  

126 県立川口高等学校 田島 照英 WO  

   森山

127  Bye  61

  森山 和輝  

128 伊那学園総合高校 森山 和輝  



2022中級者大会

ハイティーン男子(複)
所属団体 R1 R2 R3 QF SF

県立川口高校 倉田 悠久

1 県立川口高校 橋本 来煇 倉田 悠久

  橋本 来煇 F

2  Bye   

岩槻高校 田口 啓太  折原･松村 奥抜・森山

3 岩槻高校 髙橋 由稚 折原 煌之介 62 61

伊奈学園総合高校 折原 煌之介 松村 隼人  

4 伊奈学園総合高校 松村 隼人 WO  

   田代･粕谷

5  Bye 桐野 絢也 61

川口北高校 桐野 絢也 水庫 凛太郎  

6 川口北高校 水庫 凛太郎   

   田代･粕谷

7  Bye 田代 勇哉 WO

伊奈学園総合高等学校 田代 勇哉 粕谷 真夢  

8 伊奈学園総合高等学校 粕谷 真夢   

県立川口高校 内田 彩斗  奥抜･森山

9 県立川口高校 髙橋 依武生  64

岩槻高校 加藤 颯 内田･髙橋  

10 岩槻高校 土屋 琥珀 WO  

正智深谷高等学校 川上 暖真  川上･本間

11 正智深谷高等学校 本間 煌志 川上 暖真 62

  本間 煌志  

12  Bye   

   奥抜･森山

13  Bye 中山 彰人 64

埼玉栄高等学校 中山 彰人 大沼 優太郎  

14 埼玉栄高等学校 大沼 優太郎   

   奥抜･森山

15  Bye 奥抜 雄介 61

伊奈学園総合高校 奥抜 雄介 森山 和輝  

16 伊奈学園総合高校 森山 和輝   

さいたま市立浦和高等学校 中村 咲太朗  奥抜･森山

17 さいたま市立浦和高等学校 武内 太陽 中村 咲太朗 60

  武内 太陽  

18  Bye   

埼玉県立川口北高校 奥田 壮紀  奥田･富田

19 埼玉県立川口北高校 富田 海聖  75

正智深谷高等学校 向井 温樹 奥田･富田  

20 正智深谷高等学校 新井 大登 63  

   井上･山ノ井

21  Bye 大井川 琉偉 62

埼玉栄高校 大井川 琉偉 齊藤 輯磨  

22 テニスラウンジ上尾 齊藤 輯磨   

   井上･山ノ井

23  Bye 井上 翔太郎 wo

さいたま市立春日部高等学校 井上 翔太郎 山ノ井 柊人  

24 さいたま市立埼玉栄高等学校 山ノ井 柊人   

埼玉県立川口北高等学校 柴田 栄祐  井上･山ノ井

25 埼玉県立川口北高等学校 鈴木 悠生 柴田 栄祐 64

  鈴木 悠生  

26  Bye   

伊奈学園総合高校 吉田 陸人  吉田･矢﨑

27 伊奈学園総合高校 矢﨑 湊平 吉田 陸人 76(5)

  矢﨑 湊平  

28  Bye   

   古田･岡野

29  Bye 榊原 悠太 60

県立川口高校 榊原 悠太 瀧 駿介  

30 県立川口高校 瀧 駿介   

埼玉栄高等学校 古田 詠志  古田･岡野

31 埼玉栄高等学校 岡野 陸  60

川口北高校 大山 雄也 古田･岡野  

32 川口北高校 高鹿 俊二郎 76(3)  

16.奥抜・森山

49.保坂・芳井



2022中級者大会
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川口北高校 山田 颯   

33 川口北高校 永堀 太悟 山田 颯  

  永堀 太悟  

34  Bye   

新座私立西武台高校 浜砂 岳士  浜砂･田口

35 新座私立西武台高校 田口 朔太郎 浜砂 岳士 75

  田口 朔太郎  

36  Bye   

   森本･高瀬

37  Bye 仲村  嘉騎 61

県立川口高校 仲村  嘉騎 北谷 颯  

38 県立川口高校 北谷 颯   

   森本･高瀬

39  Bye 森本 翔大郎 61

伊奈学園総合高等学校 森本 翔大郎 高瀬 駿  

40 伊奈学園総合高等学校 高瀬 駿   

川口北高校 山下 知洋  村上･関根

41 川口北高校 相馬 大煌 山下 知洋 76(4)

  相馬 大煌  

42  Bye   

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 村上 凛  村上･関根

43 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 関根 魁 村上 凛 64

  関根 魁  

44  Bye   

 村上･関根

45 Bye 横越 勇人 60

県立川口高校 横越 勇人 永井 匠登  

46 県立川口高校 永井 匠登   

   横越･永井

47  Bye 和賀 日向大 62

川口北高校 和賀 日向大 青山 隼也  

48 川口北高校 青山 隼也   

埼玉栄高等学校 保坂 拓毅  保坂･芳井

49 埼玉栄高等学校 芳井 大遥 保坂 拓毅 64

  芳井 大遥  

50  Bye   

県立川口高等学校 田島 照英  保坂･芳井

51 県立川口高等学校 神宮司 亜蓮 田島 照英 61

  神宮司 亜蓮  

52  Bye   

   保坂･芳井

53  Bye 川口 峻吾 61

川口北高校 川口 峻吾 谷本 大誠  

54 川口北高校 谷本 大誠   

   川口･谷本

55  Bye 柳沼 結人 64

正智深谷高等学校 柳沼 結人 神田 琉月  

56 正智深谷高等学校 神田 琉月   

伊奈学園総合高等学校 永島 謙心  保坂･芳井

57 伊奈学園総合高等学校 蘇原 優翔 永島 謙心 61

  蘇原 優翔  

58  Bye   

県立川口高校 岩澤 佑樹  岩澤･長谷部

59 県立川口高校 長谷地 航介 岩澤 佑樹 75

  長谷地 航介  

60  Bye   

叡明高校 島田 龍世  岩澤･長谷部

61 叡明高校 新津 麗緒 60

川口北高校 坂口 輝 島田･新津  

62 川口北高校 渡邉 希 76(6)  

 島田･新津

63 Bye 山田 丈寛 62

埼玉県立川口高等学校 山田 丈寛 徳丸 淳基  

64 埼玉県立川口高等学校 徳丸 淳基  
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1 正智深谷高等学校 小池 美緒  

  小池 美緒

2  Bye   

   大澤

3 獨協埼玉高校 大澤 由佳  62

  大澤  

4 埼玉県川口北高校 西川 娃美 63  

   大澤

5  Bye  63

  仲田 菩乃果  

6 さいたま市立浦和高等学校 仲田 菩乃果   

   只野

7  Bye  62

  只野 琴晴  

8 川口北高校 只野 琴晴   

   大澤

9 埼玉県立草加南高校 小林礼奈  64

  小林礼奈  

10  Bye   

   冨岡

11 川口北高校 岸 育実  75

  冨岡  

12 正智深谷高等学校 冨岡 夏央 60  

   冨岡

13  Bye  60

  飯塚 美咲  

14 川口北高校 飯塚 美咲   

   下釜

15  Bye  62

  下釜 千佳  

16 正智深谷高等学校 下釜 千佳   

   島宗

17 さいたま市立浦和高等学校 後藤 彩花  61

  後藤 彩花  

18  Bye   

   山岡

19 埼玉県立川口北高校 山岡 奈央  63

  山岡 奈央  

20 正智深谷高等学校 福田 百亜 63  

   島宗

21 埼玉県立川口北高等学校 島宗 怜花  64

  島宗  

22 正智深谷高等学校 青木 紗彩 61  

   島宗

23  Bye  61

  西本 樹季  

24 埼玉県立川口北高校 西本 樹季   

   島宗

25 草加南高等学校 野矢 陽菜  63

  野矢 陽菜  

26  Bye   

   野矢

27 川口北高校 田口 瑶乃  64

  田口 瑶乃  

28  Bye   

   矢野

29 正智深谷高等学校 中西 星奈  64

  矢野  

30 川口北高校 矢野 可南子 61  

   矢野

31  wo

  ストール 美空  

32 埼玉県立鳩ヶ谷高等学校 ストール 美空  
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正智深谷高等学校 中西 星奈

1 正智深谷高等学校 冨岡 夏央 中西 星奈

  冨岡 夏央

2  Bye  只野 琴晴

さいたま市立浦和高等学校 仲田 菩乃果  田口 瑶乃

3 さいたま市立浦和高等学校 後藤 彩花 只野 琴晴 75

川口北高校 只野 琴晴 田口 瑶乃  

4 川口北高校 田口 瑶乃 wo 只野 琴晴

正智深谷高等学校 小池 美緒  田口 瑶乃

5 正智深谷高等学校 福田 百亜 小池 美緒 60

福田 百亜  

6 Bye  小池 美緒

川口北高校 佐原 彩明  福田 百亜

7 川口北高校 岸 育実 佐原 彩明 60

  岸 育実  

8

 

Bye  矢野 可南子

栄東高等学校 吉澤 彩瑛  西井 月菜

9 栄東高等学校 松原 菜摘 山岡 奈央 60

埼玉県立川口北高校 山岡 奈央 西本 樹季  

10 埼玉県立川口北高校 西本 樹季 75 山岡 奈央

   西本 樹季

11  Bye 下釜 千佳 64

正智深谷高等学校 下釜 千佳 青木 紗彩  

12 正智深谷高等学校 青木 紗彩  矢野 可南子

   西井 月菜

13  Bye 矢野 可南子 62

川口北高校 矢野 可南子 西井 月菜  

14 川口北高校 西井 月菜  矢野 可南子

   西井 月菜

15  Bye 坂下 心美 75

越谷西高校 坂下 心美 山越 一瑠  

16 叡明高校 山越 一瑠  
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1 さいたま市立浦和中学校 田部井 慎介  SF F

  田部井 慎介

2  Bye   篠 宗一郎 

   佐藤 千紘 64

3 本庄東高等学校附属中学校 根岸 鈴都  60 渡邉 仁

  佐藤 千紘  75

4 城北埼玉中学校 佐藤 千紘 61  渡邉 仁 

   吉田 明史 63

5  Bye  76(10)

  池上 哲平  

6 城北埼玉中学校 池上 哲平   

   吉田 明史

7 越谷市立千間台中学校 大塚 空音  63

  吉田 明史  

8 西武学園文理中学校 吉田 明史 62  

   名取 海翔

9 越谷市立平方中学校 白石玲緒  64

  白石玲緒  

10  Bye   

   関根 尚之

11 さいたま市立浦和中学校 関根 尚之 60

  関根 尚之  

12 Bye  

   名取 海翔

13  Bye  76(6)

  名取 海翔  

14 tennis team Mt 名取 海翔   

   名取 海翔

15 川口市立青木中学校 玉置 大和  62

  森 颯太  

16 さいたま市立浦和中学校 森 颯太 62  

   白鳥 翔大

17 開智未来中学校 寒竹 梁太  63

  寒竹 梁太  

18  Bye   

   生井 貴裕

19 川口市立青木中学校 生井 貴裕  61

  生井 貴裕  

20  Bye   

   白鳥 翔大

21  Bye  62

  森光 哲大  

22 西武学園文理中学校 森光 哲大  

   白鳥 翔大

23 越谷市立平方中学校 吉野 颯人  60

  白鳥 翔大  

24 川口市立青木中学校 白鳥 翔大 60  

   白鳥 翔大

25 私立本庄東高校附属中学校 金井 大樹  61

  金井 大樹  

26 Bye   

   金井 大樹

27 越谷市立平方中学校 森田 章裕  61

  森田 章裕  

28  Bye   

   諸岡 良亮

29  Bye  60

  鈴木 瑛翔  

30 開智未来中学校 鈴木 瑛翔   

   諸岡 良亮

31 城北埼玉中学校 諸岡 良亮  61

  諸岡 良亮  

32 蓮田市立黒浜中学校 手呂内 友敬 76(7)  

24.白鳥 翔大

55.篠 宗一郎

86.服部 公祐

104.渡邉 仁
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33 川口市立青木中学校 島田 瑛己   

  島田 瑛己  

34 越谷市立平方中学校 大舘 春斗 61  

   島田 瑛己

35 さいたま市立大宮西中学校 新井 陸翔  61

  新井 陸翔  

36  Bye   

   島田 瑛己

37 市立浦和中学校 榎本 陽真  75

  飯塚 純爽  

38 西武学園文理中学校 飯塚 純爽 61  

   小栗 聖碁

39  Bye  62

  小栗 聖碁  

40 グリーンテニスプラザ 小栗 聖碁   

   島田 瑛己

41 越谷市立平方中学校 木村 海斗  60

  木村 海斗  

42  Bye   

   梅津 大

43 開智未来中学校 梅津 大  63

  梅津 大  

44  Bye   

   市村 充輝

45 栄東中学校 和田 晴空  62

  市村 充輝  

46 テニスラウンジ 市村 充輝 60  

   市村 充輝

47  Bye  61

  鈴木 悠太  

48 埼玉県立伊奈学園中学校 鈴木 悠太   

   篠 宗一郎

49 栄東中学校 竹田 樹生  WO

  竹田 樹生  

50  Bye   

   竹田 樹生

51 越谷市立千間台中学校 木原 碧仁  61

  木原 碧仁  

52  Bye   

   篠 宗一郎

53  Bye  61

  勝木 伶  

54 西部学園文理中学校 勝木 伶   

   篠 宗一郎

55 川口市立青木中学校 篠 宗一郎  62

  篠 宗一郎  

56 越谷市立平方中学校 小野  駿介 60  

   篠 宗一郎

57 開智中学校 井上 真吾  60

  廣澤 周和  

58 tennis team Mt 廣澤 周和 62  

   廣澤 周和

59 城北埼玉中学校 中澤 碧  60

  中澤 碧  

60  Bye   

   廣澤 周和

61  Bye  61

  萩本 龍晴  

62 越谷市立平方中学校 萩本 龍晴   

   加藤 政也

63  Bye  60

  加藤 政也  

64 西武文理中学校 加藤 政也   
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65 西武台新座中学校 益子 功大   

  益子 功大  

66  Bye   

   益子 功大

67 開智未来中学校 関根 啓仁  60

    

68 越谷市立平方中学校 豊田 陸夢 WO  

   益子 功大

69  Bye  75

  福島 蒼葉  

70 開智未来中学校 福島 蒼葉   

   市村 樹生

71  Bye  60

  市村 樹生  

72 テニスラウンジ 市村 樹生   

   益子 功大

73 フォレストテニスクラブ 安野 颯人  62

  安野 颯人  

74  Bye   

   新井 煌之介

75 リトルプリンステニスクラブ 新井 煌之介  62

  新井 煌之介  

76  Bye   

   新井 煌之介

77  Bye  76(4)

  田口 友翔  

78 ZERO 田口 友翔   

   田口 友翔

79 さいたま市立春野中学校 佐久間 祐  62

  清水 主水  

80 西武学園文理中学校 清水 主水 75  

   服部 公祐

81 越谷市立千間台中学校 伊藤 孝太  62

  白石 良太  

82 春日部市立春日部中学校 白石 良太 61  

   白石 良太

83 城北埼玉中学 澤井 我空  61

  澤井 我空  

84  Bye   

   服部 公祐

85  Bye  61

  服部 公祐  

86 開智未来中学校 服部 公祐   

   服部 公祐

87  Bye  60

  賴 晃太郎  

88 さいたま市立浦和中学校 賴 晃太郎   

   服部 公祐

89 さいたま市立浦和中学校 大崎 光生  60

  星 悠輝  

90 西武学園文理中学校 星 悠輝 61  

   根岸 諒人

91 越谷市立平方中学校 根岸 諒人  62

  根岸 諒人  

92  Bye   

   武藤 宏太朗

93  Bye  61

  中川 琉翔  

94 西武台新座中学校 中川 琉翔   

   武藤 宏太朗

95  Bye  75

  武藤 宏太朗  

96 西武学園文理中学校 武藤 宏太朗   
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97 春日部市立春日部中学校 白石 雄太   

  白石 雄太  

98  Bye   

   白石 雄太

99 開智未来中学校 今泉 遥翔  62

  今泉 遥翔  

100  Bye   

   渡邉 仁

101 越谷市立平方中学校 福田 海音  62

  山口 慧也  

102 城北埼玉中学校 山口 慧也 63  

   渡邉 仁

103  Bye  61

  渡邉 仁  

104 西武学園文理中学校 渡邉 仁   

   渡邉 仁

105 熊谷市立別府中学校 水原 颯太  60

  水原 颯太  

106  Bye   

   佐々 颯哉

107 獨協埼玉中学校 佐々 颯哉  61

  佐々 颯哉  

108 開智未来中学高等学校 松本 隆秀 63  

   永井 今生

109 春日部市立大沼中学校 原田 蒼空  62

  永井 今生  

110 さいたま市立大砂土中学校 永井 今生 64  

   永井 今生

111  Bye  WO

  深田 諒  

112 越谷市立平方中学校 深田 諒   

   渡邉 仁

113 さいたま市立浦和中学校 仲田 聖司  62

  仲田 聖司  

114  Bye   

   仲田 聖司

115 城北埼玉中学校 岡村 優磨  62

  岡村 優磨  

116  Bye   

   湯地 洋定

117 西武学園文理中学校 河口 聡吾  75

  湯地 洋定  

118 さいたま市立岩槻中学校 湯地 洋定 62  

   湯地 洋定

119  Bye  60

  伊藤 優希  

120 越谷市立平方中学校 伊藤 優希   

   大瀬 悠人

121 さいたま市立浦和中学校 栗原 結人  61

  栗原 結人  

122  Bye   

   笠間 大馳

123 栄東中学校 笠間 大馳 60

  笠間 大馳  

124  Bye   

   大瀬 悠人

125 越谷市立平方中学校 金井 佑人  61

  大瀬 悠人  

126 tennis team Mt 大瀬 悠人 60  

   大瀬 悠人

127  Bye  64

  酒本 逸生  

128 城北埼玉中学校 酒本 逸生  
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春日部市立春日部中学校 白石 良太

1 春日部市立春日部中学校 白石 雄太 白石 良太

  白石 雄太 F

2  Bye  白石 良太 佐藤 千紘 佐藤 千紘

越谷市立平方中学校 福田 海音  白石 雄太 酒本 逸生 酒本 逸生

3 越谷市立平方中学校 萩本 龍晴 福田 海音 60 加藤 政也 75

  萩本 龍晴  渡邉 仁

4  Bye  白石 良太

   白石 雄太

5  Bye 佐々 颯哉 63

獨協埼玉中学校 佐々 颯哉 吉田 貴一  

6 獨協埼玉中学校 吉田 貴一  大瀬 悠人

tennis team Mt 大瀬 悠人  廣澤 周和

7 tennis team Mt 廣澤 周和 大瀬 悠人 61

越谷市立平方中学校 根岸 諒人 廣澤 周和  

8 越谷市立平方中学校 金井 佑人 61 白石 良太

西部学園文理中学校 勝木 伶  白石 雄太

9 西武学園文理中学校 星 悠輝 勝木 伶 63

越谷市立千間台中学校 伊藤 孝太 星 悠輝  

10 越谷市立千間台中学校 大塚 空音 64 勝木 伶

栄東中学校 竹田 樹生  星 悠輝

11 栄東中学校 笠間 大馳 竹田 樹生 64

  笠間 大馳  

12  Bye  勝木 伶

   星 悠輝

13  Bye 佐久間 祐 62

さいたま市立春野中学校 佐久間 祐 坂巻 朋寿  

14 さいたま市立岩槻中学校 坂巻 朋寿  佐久間 祐

   坂巻 朋寿

15  Bye 吉野 颯人 62

越谷市立平方中学校 吉野 颯人 豊田 陸夢  

16 越谷市立平方中学校 豊田 陸夢  佐藤 千紘

さいたま市立浦和中学校 大﨑 光生  酒本 逸生

17 さいたま市立浦和中学校 栗原 結人 大﨑 光生 62

  栗原 結人  

18  Bye  佐藤 千紘

越谷市立千間台中学校 細江 悠喜  酒本 逸生

19 越谷市立千間台中学校 花田 蒼輔 佐藤 千紘 60

城北埼玉中学校 佐藤 千紘 酒本 逸生  

20 城北埼玉中学校 酒本 逸生 60 佐藤 千紘

   酒本 逸生

21  Bye 平野 清暁 60

獨協埼玉中学校 平野 清暁 渡辺 有喜  

22 獨協埼玉中学校 渡辺 有喜  本田 駿介

杉戸町立杉戸中学校 佐久間 煌成  足立 翔太

23 昌平中学校 須藤 皆理 本田 駿介 WO

西武学園文理中学校 本田 駿介 足立 翔太  

24 西武学園文理中学校 足立 翔太 WO 佐藤 千紘

城北埼玉中学校 中澤 碧  酒本 逸生

25 城北埼玉中学校 諸岡 良亮 中澤 碧 62

  諸岡 良亮  

26  Bye  中澤 碧

獨協埼玉中学校 福島 慧  諸岡 良亮

27 獨協埼玉中学校 髙橋 友 福島 慧 63

越谷市立千間台中学校 中根 悠成 髙橋 友  

28 越谷市立千間台中学校 栁川 俊太 60 市村 樹生

   折原 諒

29  Bye 市村 樹生 64

テニスラウンジ 市村 樹生 折原 諒  

30 開智中学校 折原 諒  市村 樹生

   折原 諒

31  Bye 森光 哲大 60

西武学園文理中学校 森光 哲大 武藤 宏太郎  

32 西武学園文理中学校 武藤 宏太郎   

20

62
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城北埼玉中学校 岡村 優磨   

33 城北埼玉中学 澤井 我空 岡村 優磨  

  澤井 我空  

34  Bye  岡村 優磨

西武台新座中学校 中森 元気  澤井 我空

35 西武台新座中学校 伊藤 蓮央 中森 元気 62

  伊藤 蓮央  

36  Bye  井上 真吾

川口市立青木中学校 生井 貴裕  小栗 聖碁

37 川口市立青木中学校 篠 宗一郎 井上 真吾 61

開智中学校 井上 真吾 小栗 聖碁  

38 グリーンテニスプラザ 小栗 聖碁 75 井上 真吾

   小栗 聖碁

39  Bye 宮内 昴 WO

越谷市立千間台中学校 宮内 昴 小山 友輔  

40 越谷市立千間台中学校 小山 友輔  井上 真吾

越谷市立千間台中学校 木原 碧仁  小栗 聖碁

41 越谷市立千間台中学校 黒田 陽大 木原 碧仁 62

  黒田 陽大  

42  Bye  河口 聡吾

西武学園文理中学校 河口 聡吾  飯塚 純爽

43 西武学園文理中学校 飯塚 純爽 河口 聡吾 61

私立西武学園文理中学校 元田    喜隆 飯塚 純爽  

44 私立西武学園文理中学校 山川   惺史 63 河口 聡吾

   飯塚 純爽

45  Bye 仲田 聖司 64

さいたま市立浦和中学校 仲田 聖司 関根 尚之  

46 さいたま市立浦和中学校 関根 尚之  仲田 聖司

   関根 尚之

47  Bye 仁島 輝 64

川口市立青木中学校 仁島 輝 白鳥 翔大  

48 川口市立青木中学校 白鳥 翔大  加藤 政也

さいたま市立浦和中学校 森 颯太  渡邉 仁

49 さいたま市立浦和中学校 髙橋 蒼生 森 颯太 63

  髙橋 蒼生  

50  Bye  吉田 明史

栄東中学校 村田 直  清水 主水

51 栄東中学校 東 慶介 吉田 明史 64

西武学園文理中学校 吉田 明史 清水 主水  

52 西武学園文理中学校 清水 主水 60 吉田 明史

   清水 主水

53  Bye 内山 拓実 60

越谷市立千間台中学校 内山 拓実 大久保 碧人   

54 越谷市立千間台中学校 大久保 碧人  中村 悠椰

   荘司 謙悟

55  Bye 中村 悠椰 64

獨協埼玉中学校 中村 悠椰 荘司 謙悟  

56 獨協埼玉中学校 荘司 謙悟  加藤 政也

川口市立青木中学校 大菅 純之介  渡邉 仁

57 川口市立青木中学校 澤 蓮 大菅 純之介 64

  澤 蓮  

58  Bye  大菅純之介

越谷市立千間台中学校 佐々木 瞬  澤 蓮

59 越谷市立千間台中学校 清井 悠太 佐々木 瞬 63

  清井 悠太  

60  Bye  加藤 政也

越谷市立平方中学校 大舘 春斗  渡邉 仁

61 越谷市立平方中学校 深田 諒 加藤 政也 61

西武学園文理中学校 加藤 政也 渡邉 仁  

62 西武学園文理中学校 渡邉 仁 62 加藤 政也

 渡邉 仁

63 Bye 今泉 遥翔 60

開智未来中学校 今泉 遥翔 市村 充輝  

64 テニスラウンジ 市村 充輝  
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1 東松山市立松山中学校 石川 志桜里  

  石川 志桜里

2  Bye   

   石川 志桜里

3 加須市立加須東中学校 茂手木   心優  61

  太田 美海  

4 さいたま市立浦和中学校 太田 美海 61  

   中村 文香

5 獨協埼玉中学校 中村 文香  64

  中村 文香  

6 西武学園文理中学校 大和 彩乃 62  

   中村 文香

7  Bye  60

  八重樫 花歩  

8 さいたま市立大宮国際中等教育学校 八重樫 花歩   

   中村 文香

9 さいたま市立浦和中学校 今井 優杏  61

  今井 優杏  

10  Bye   

   森園 美瑚

11 西武学園文理中学校 元 美咲  62

  森園 美瑚  

12 加須市立加須東中学校 森園 美瑚 64  

   小谷野 里子

13  Bye  64

  松本 結衣  

14 さいたま市立浦和中学校 松本 結衣   

   小谷野 里子

15 獨協埼玉中学校 白石 ゆい  60

  小谷野 里子  

16 西武学園文理中学 小谷野 里子 WO  

   紙谷 亜彩未

17 獨協埼玉中学校 早川 真央  64

  光山 希  

18 さいたま市立浦和中学校 光山 希 63  

   紙谷 亜彩未

19 昌平中学校 紙谷 亜彩未  61

  紙谷 亜彩未  

20  Bye   

   紙谷 亜彩未

21 加須市立東中学校 田村 絢花  62

  田村 絢花  

22 西武学園文理中学校 浅川 稟子 WO  

   玉水 杏

23  Bye  62

  玉水 杏  

24 開智未来中学・高等学校 玉水 杏   

   紙谷 亜彩未

25 獨協埼玉中学校 日色 理心  62

  日色 理心  

26  Bye   

   小野寺 夏奏

27 Bye  62

  小野寺 夏奏  

28 さいたま市立浦和中学校 小野寺 夏奏   

   高村 優花

29 栄東中学校 大澤 由奈 62

  高村 優花  

30 加須市立加須東中学校 高村 優花 76(3)  

   高村 優花

31 Bye  75

  渡邊 沙織  

32 西武学園文理中学校 渡邊 沙織  
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西武学園文理中学校 金谷 優美

1 西武学園文理中学校 高根 すず 金谷 優美

  高根 すず

2  Bye  金谷 優美

獨協埼玉中学校 増田 珠樹  高根 すず

3 獨協埼玉中学校 飯倉 愛莉 太田 美海 62

さいたま市立浦和中学校 太田 美海 松本 結衣  

4 さいたま市立浦和中学校 松本 結衣 WO 日色 理心

獨協埼玉中学校 日色 理心  浅倉 依玲奈

5 春日部共栄中学校 浅倉 依玲奈 日色 理心 63

越谷市立千間台中学校 中里 穂乃香 浅倉 依玲奈  

6 越谷市立千間台中学校 小島 花暖 63 日色 理心

さいたま市立浦和中学校 小野寺 夏奏  浅倉 依玲奈

7 さいたま市立浦和中学校 松田  有莉 小野寺 夏奏 60

西武学園文理中学校 元 美咲 松田  有莉  

8 西武学園文理中学校 森安 愛仁 60 日色 理心

獨協埼玉中学校 中才 千聖  浅倉 依玲奈

9 獨協埼玉中学校 茂木 凛音 中才 千聖 61

私立開智未来中学校 平松 桃 茂木 凛音  

10 私立開智未来中学校 池田 真裕花 WO エイ ショーン レ アウン 

越谷市立千間台中学校 エイ ショーン  レ アウン  永堀 稜子

11 越谷市立千間台中学校 永堀 稜子 エイ ショーン レ アウン 76(5)

本庄東高等学校附属中学校 吉田 結衣 永堀 稜子  

12 本庄東高等学校附属中学校 篠原 心海  小谷野 里子 

さいたま市立大宮国際中等教育学校 八重樫 花歩  髙橋 優奈

13 さいたま市立大宮国際中等教育学校 小澤 さくら 小久保 知歩 60

越谷市立千間台中学校 小久保 知歩 相﨑 春奈  

14 越谷市立千間台中学校 相﨑 春奈 63 小谷野 里子

獨協埼玉中学校 渡辺莉々花  髙橋 優奈

15 獨協埼玉中学校 齋藤菜々海 小谷野 里子 60

西武学園文理中学 小谷野 里子 髙橋 優奈  

16 西武学園文理中学校 髙橋 優奈 61 日色 理心 

本庄東高等学校附属中学校 折田 いぶき  浅倉 依玲奈 

17 本庄東高等学校附属中学校 櫻沢 未麓 折田 いぶき 62

西武学園文理中学校 大野 栞那 櫻沢 未麓  

18 西武学園文理中学校 浅川 稟子 WO 加藤 凜香

開智未来中学校 千代田 莉奈  髙橋 侑良

19 開智未来中学校 板橋 瑠花 加藤 凜香 62

獨協埼玉中学校 加藤 凜香 髙橋 侑良  

20 獨協埼玉中学校 髙橋 侑良 63 大澤 由奈

栄東中学校 大澤 由奈  高橋 胡桃

21 栄東中学校 高橋 胡桃 大澤 由奈 60

本庄東高等学校附属中学校 立石 紗衣 高橋 胡桃  

22 本庄東高等学校附属中学校 米谷 茉子 62 大澤 由奈

獨協埼玉中学校 中村 文香  高橋 胡桃

23 獨協埼玉中学校 石黒 菜緒 大和 彩乃 63

西武学園文理中学校 大和 彩乃 渡邊 沙織  

24 西武学園文理中学校 渡邊 沙織 76(6) 光山 希

浦和明の星女子中学高等学校 剣持 菜々子  南 汐音

25 浦和明の星女子中学高等学校 大塚 莉奈 剣持 菜々子 63

本庄東高等学校附属中学校 安藤 有花 大塚 莉奈  

26 本庄東高等学校附属中学校 田島 幸奈 61 光山 希

加須市立加須東中学校 森園 美瑚  南 汐音

27 加須市立加須東中学校 高村 優花 光山 希 61

さいたま市立浦和中学校 光山 希 南 汐音  

28 川口市立小谷場中学校 南 汐音 64 光山 希

越谷市立千間台中学校 増田 椛英羅  南 汐音

29 越谷市私立千間台中学校 藤田 莉緒 坪井 夏帆 60

加須市立加須東中学校 坪井 夏帆 田村 優莉奈  

30 加須市立加須東中学校 田村 優莉奈 61 坪井 夏帆

 田村 優莉奈

31 Bye 早川 真央 63

獨協埼玉中学校 早川 真央 浅井 美歩  

32 獨協埼玉中学校 浅井 美歩  
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1 与野テニスクラブ 鹿島 悠  

  鹿島 悠 F

2  Bye   

   権田 権田 湊
3 Bye  60 63

  権田 湊  

4 桶川市立桶川東小学校 権田 湊   

   権田

5  Bye  61

  川口 蒼介  

6 シードテニスクラブ 川口 蒼介   

   三浦

7 TENNIS CLUB YOSHIOKA 堀 塔稀  76(3)

  三浦  

8 NSKジュニアクラブ 三浦 悠安 62  

   権田

9 テニスクラブヨシオカ 原田 一樹  61

  原田  

10 アクティブテニスクラブ 増田 虎太郎 WO  

   野口

11 川口市立上青木小学校 野口 悠斗  75

  野口 悠斗  

12  Bye   

   丸山

13 戸田市スポーツセンター 丸山 諒  75

 丸山  

14 ITDアカデミー 武内 碧生 75  

   丸山

15  Bye  62

  田中 海吏  

16 アクロステニスアカデミー 田中 海吏   

   権田

17 開智小学校（総合部） 佐々木 春瑠  62

  佐々木 春瑠  

18  Bye   

   長澤

19 ITDアカデミー 長澤 湊都  61

  長澤  

20 ALWAYS TENNIS SCHOOL 鈴木 晴康 64  

   長澤

21  Bye  62

  本間 夏輝  

22 さいたま市立上木崎小学校 本間 夏輝   

   今川

23  Bye  64

  今川 壮琉  

24 さいたま市立泰平小学校 今川 壮琉   

   羽根

25 小手指小学校 羽根 京佑  62

  羽根  

26 越谷市立大袋北小学校 村田 佳生 60  

 羽根

27 SYT 月見野テニススクール 青木 琉斗  61

  青木 琉斗  

28  Bye   

   羽根

29  Bye  60

中川 巧次郎  

30 リトルプリンスTC 中川 巧次郎  

   中川

31 Bye  60

  生見 誠裕  

32 NSKジュニアクラブ 生見 誠裕   

4.  権田 湊

33. 松下 結亮
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33 川越市立中央小学校 松下 結亮   

  松下 結亮  

34  Bye   

   松下

35 ITDアカデミー 荒井 丈慈  60

  荒井  

36 NASテニスクラブ越谷 望月 隆ノ介 61  

   松下

37  Bye  60

  伊藤 陸  

38 上尾テニスクラブ 伊藤 陸   

   伊藤

39  Bye  WO

  石合 琉太  

40 グリーンテニスクラブ 石合 琉太   

   松下

41 上里町立七本木小学校 飯島 新太  62

  飯島 新太

42  Bye   

   松本

43 与野テニスクラブ 松本 陽翔  WO

  松本  

44 ITDアカデミー 荒井 慶太 61  

   松本

45  Bye  62

  須賀 蓮  

46 テニスクラブNAS越谷 須賀 蓮   

   須賀

47 Fテニス 甲斐 理仁  63

  甲斐  

48 SYT月見野テニススクール 長岡 真人 WO  

   松下

49 ITDアカデミー 真方 奏輔  61

  真方 奏輔  

50  Bye   

   真辺

51 エルヴェ 玉置 大翔  75

  真辺  

52 上尾テニスクラブ 真辺 亮佑 61  

   真辺

53  Bye  75

  清水 健  

54 与野テニスクラブ 清水 健   

   木ノ下

55  Bye  63

  木ノ下 稜基  

56 ITDアカデミー 木ノ下 稜基   

   真辺

57 テニスクラブNASこしがや 奈良橋 昂音  62

  奈良橋 昂音  

58  Bye   

   奈良橋

59 Bye  63

  岸野 有真  

60 坂戸ジュニアテニスクラブ 岸野 有真   

   奈良橋

61 ITD Academy 張替 太智  63

  張替  

62 大熊テニスクラブ 川野 太誠 61  

   張替

63 Bye  64

吉岡 凜都  

64 TENNIS CLUB YOSHIOKA 吉岡 凜都  
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1 さいたま市立泰平小学校 鈴木 花奈  

  鈴木 花奈 F

2  Bye   

   田村 伊藤

3 加須市立水深小学校 田村 遥  63 62

  田村 遥  

4  Bye   

   伊藤

5  Bye  61

  伊藤 千奈  

6 与野テニスクラブ 伊藤 千奈   

   伊藤

7  Bye  62

  原島 明里  

8 三芳ジュニアテニスアカデミー 原島 明里  
 

   伊藤

9 みんなのテニス 坂本 寧々  62

  坂本 寧々  

10  Bye   

   小川原

11 ITDアカデミー 小川原 未桜  76(6)

  小川原 未桜  

12  Bye   

  小川原

13  Bye  75

  地田 琉南  

14 むさしの村ローンテニスクラブ 地田 琉南  
 

   池田

15  Bye  64

  菊地 心艶  

16 春日部市立武里西小学校 菊地 心艶   

   伊藤

17 エルヴェ 扇本 絆那  63

  扇本 絆那  

18  Bye   

   扇本

19 鴻巣グリーンテニスクラブ 栁 七海  62

  栁 七海  

20  Bye   

   西尾

21  Bye  76(5)

  高稲 優衣  

22 与野テニスクラブ 高稲 優衣   

   西尾

23 加須市立北川辺東小学校 下岡 由奈  75

  西尾  

24 越谷市立大沢小学校 西尾 藍里 61  

   青木

25 ITDアカデミー 小林 美愛瑠  62

  小林 美愛瑠  

26  Bye   

   小林

27 草加市立西町小学校 野矢 菜摘  60

  野矢 菜摘  

28  Bye   

   青木

29  Bye  61

  青木 晴夏  

30 越谷市立平方小学校 青木 晴夏   

   青木

31  Bye  62

  大城 紗希  

32 川口市立神根小学校 大城 紗希   

6.  伊藤千奈

62.  蓜島あかり
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33 H.Y.S 山下 七海   

  山下 七海  

34  Bye   

   山下

35 上里町立七本木小学校 飯島 華愛  WO

  飯島 華愛  

36  Bye   

   山下

37  Bye  63

  大野 愛  

38 与野テニスクラブ 大野 愛   

   三好

39  Bye  64

  三好 望結  

40 戸田市立美女木小学校 三好 望結   

   佐藤

41 みんなのテニス 小林 璃多  WO

  小林  

42 杉戸町立杉戸第三小学校 白石 美春 64  

   水野

43 エルヴェ 水野 寧々  62

  水野 寧々  

44  Bye   

   佐藤

45  Bye  63

  石川 友莉菜  

46 戸田市スポーツセンター 石川 友莉菜   

   佐藤

47  Bye  62

  佐藤 瑠唯  

48 TENNIS CLUB YOSHIOKA 佐藤 瑠唯   

   蓜島

49 与野テニスクラブ 蔵楽 小夏  61

  蔵楽 小夏  

50  Bye   

   蔵楽

51 さいたま市立植竹小学校 中丸 莉那  61

  中丸 莉那  

52  Bye   

   蔵楽

53  Bye  62

  松本 彩里  

54 川口市立慈林小学校 松本 彩里   

   石川

55  Bye  WO

  石川 日夏莉  

56 東松山市立市の川小学校 石川 日夏莉   

   蓜島

57 シードテニスクラブ 渡邊 結月  62

  渡邊 結月  

58  Bye   

   山口

59 上尾テニスクラブ 山口 璃乃  64

  山口 璃乃  

60  Bye   

   蓜島

61  Bye  60

  蓜島 あかり  

62 大熊テニスクラブ 蓜島 あかり   

   蓜島

63  Bye  wo

  今成 菜羽  

64 鴻巣市立大芦小学校 今成 菜羽  


