
Palm International Sports Club
パーム・インターナショナル・スポーツ・クラブ
TEL 0467 -5 0 - 1155 / FAX 0467 – 50 - 1144

男子エントリーリスト（１） 4月11日17時現在
No. 名前 フリガナ 登録番号

新学年
(4月1日時点)

所属団体

1 相原 一太 アイハラ イッタ 3214897 小学校５年生 BEAT TENNIS CLUB

2 青木 康登 アオキ コウト 3803395 小学校６年生 宇都宮テニスクラブ

3 青木 雅瑠 アオキ マサル 3419216 小学校６年生 TC大井ファミリー

4 秋元 健太郎 アキモト ケンタロウ 3214636 小学校５年生 葉山テニスクラブ

5 網代 祐大 アジロ ユウタ 3127883 小学校４年生 有明ジュニアテニスアカデミー

6 安杖 龍世 アンヅエ リュウセイ 3127717 小学校４年生 京王赤城アカデミー

7 安藤 凱 アンドウ ガイ 3127826 小学校４年生 GSTA

8 飯村 翔哉 イイムラ ショウヤ 3214115 小学校6年生 パームインターナショナルテニスアカデミー

9 石井 啓 イシイ ケイ 3214560 小学校４年生 ESSC

10 石井 智樹 イシイ トモキ 3214446 小学校５年生 プロフェッショナルテニススクール

11 石井 尭乃進 イシイ ヒデユキ 3419075 小学校５年生 グリーンテニスプラザ

12 石井 凌馬 イシイ リョウマ 3214500 小学校４年生 TeamYUKA

13 井實 優斗 イジツ ユウト 3126690 小学校５年生 京王赤城アカデミー

14 伊勢 慎之介 イセ シンノスケ 3313856 小学校５年生 フリー（千葉県テニス協会）

15 岩下 歩叶 イワシタ アユト 3214951 中学校１年生 コナミスポーツクラブ海老名

16 岩田 寛生 いわた ともき 3214793 小学校５年生 大島フラワ－テニスガ－デン

17 岩本 悠汰 イワモト ユウタ 3214451 小学校６年生 ファーイーストＪｒ．ＴＡ

18 ウェイド リアム ウェイド リアム 3313890 小学校５年生 フミヤエース市川テニスアカデミー

19 上田 朔 ウエダ サク 3213958 小学校６年生 ＩＨＳＭレニックス

20 上田 洋人 ウエダ ヒロト 3214326 小学校５年生 神奈中テニススクール

21 上野 温洋 ウエノ ハルヒロ 3127514 小学校５年生 京王赤城アカデミー

22 江淵 健斗 エブチ ケント 3127284 小学校６年生 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ

23 遠藤 月玖 エンドウ ルク 3214631 小学校５年生 val

24 大賀 凱仁 オオガ カイト 3313908 小学校３年生 志津TC

25 おおさわ 慧土 オオサワ ケイト 3604543 小学校６年生 Ｔeam104

26 大舘 一輝 オオダテ カズキ 3214947 小学校３年生 ＥＳＳＣ

27 大沼 隼也 オオヌマ ジュンヤ 3214298 小学校５年生 Team YUKA

28 大間知 嶺 オオマチ レイ 3127290 小学校４年生 東京都テニス協会

29 大矢 穣士 オオヤ ジョウジ 3127187 小学校６年生 チームZIP

30 岡崎 開 オカザキ カイ 3127077 中学校１年生 JITC

31 岡田 大空 オカダ ソラ 3127674 小学校５年生 ミヤムラテニスセンター

32 岡田 倫平 オカダ リンペイ 3126751 小学校６年生 チームZIP

33 奥西 悠太 オクニシ ユウタ 3506588 小学校３年生 ミナミグリーンテニスクラブ

34 小倉 諭行 オグラ ユアン 3127533 小学校６年生 昭和の森JTS

35 小田 純慈 オダ ジュンジ 3125779 小学校６年生 有明ジュニアテニスアカデミー

36 越智 壮一郎 オチ ソウイチロウ 3214299 小学校６年生 BEAT TENNIS CLUB

37 賀川 嵩介 カガワ シュウスケ 3213806 小学校６年生 荏原SSC

38 鹿川 湧生 カガワ ユウキ 3313302 小学校６年生 Hills K-Nagatsuka Tennis Academy

39 笠原 快 カサハラ カイ 3214660 小学校５年生 シンズあざみ野テニスチーム

40 加藤 一磨 カトウ カズマ 3127402 小学校４年生 コートピア大泉テニスクラブ

41 加藤 遼 カトウ リョウ 3420359 小学校4年生 浦和パークテニスクラブ

42 金田 俊介 カネダ シュンスケ 3313722 小学校４年生 Hills K-Nagatsuka Tennis Academy

43 金巻 武秀 カネマキ タケヒデ 9000211 小学校６年生 葉山テニスクラブ

44 上方 拓真 カミガタ タクマ 3313381 小学校５年生 あじさいインドアテニススクール

45 川村 日冴 カワムラ ヒュウガ 3604569 小学校４年生 Fun to Tennis

46 北澤 湧 キタザワ ユウ 3214941 小学校６年生 神奈中テニススクール

47 北野 心晴 キタノ コハル 3214964 小学校４年生 パームインターナショナルテニスアカデミー

48 國吉 千視 クニヨシ カズミ 3419128 小学校６年生 Fテニス

49 久保 柚樹 クボ ユズキ 3214287 小学校５年生 神奈中テニススクール

50 久保田 陽立 クボタ ヒタチ 3214609 小学校５年生 神奈中テニススクール



Palm International Sports Club
パーム・インターナショナル・スポーツ・クラブ
TEL 0467 -5 0 - 1155 / FAX 0467 – 50 - 1144

男子エントリーリスト（2） 4月11日17時現在

No. 名前 フリガナ 登録番号
新学年

(4月1日時点)
所属団体

51 桑原 千裕 クワバラ チヒロ 3127044 小学校６年生 有明ジュニアテニスアカデミー

52 小池 幸輝 コイケ コウキ 3126987 小学校５年生 狛江インドアジュニアATP

53 駒形 怜哉 コマガタ レイヤ 3127162 小学校６年生 TEAM YONEZAWA

54 小宮 明頼 コミヤ アキノリ 3126756 小学校６年生 水郷インドアテニスアカデミー

55 近野 豪樹 コンノ コウキ 3604666 小学校４年生 KCJTA

56 齋田 大成 サイタ タイセイ 3313294 小学校５年生 吉田記念テニス研修センター

57 斉藤 白羽 サイトウ ハクワ 3313836 小学校５年生 サムライテニス

58 櫻田 陽 サクラダ ヨウ 1000077 小学校6年生 北海道テニス協会

59 笹元 紀吾 ササモト ノア 3214911 小学校５年生 小田急はたのテニスガーデン

60 佐竹 真央 サタケ マヒロ 3214715 小学校５年生 橘テニスアカデミー

61 佐藤 将真 サトウ ショウマ 3214862 小学校4年生 Val

62 佐藤 大喜 サトウ ダイキ 3214618 小学校６年生 IHSMレニックス

63 佐藤 諒以 サトウ リョウイ 3127016 小学校４年生 狛江インドアジュニアATPチーム

64 信田 優 シノダ ユウ 3127952 小学校５年生 京王赤城アカデミー

65 下澤 英士 シモザワ エイジ 3313049 小学校６年生 Hills K-Nagatsuka TA

66 下村 麟太郎 シモムラ リンタロウ 3214730 小学校６年生 ゼストテニスクラブ

67 白井 大翔 シライ ツバサ 3214617 中学校１年生 IHSMイザワ

68 杉浦 柊羽 スギウラ 柊羽 3258495 小学校5年生 ラックテニスガーデン

69 鈴木 結生 スズキ ユウ 3214877 小学校５年生 大島フラワーテニスガーデン

70 須藤 優人 スドウ ユウト 3127472 小学校６年生 TENNIS SUNRISE

71 角田 優太 スミダ ユウタ 3126400 中学校１年生 N.CSP

72 曽根 大洋 ソネ タイヨウ 3214651 小学校３年生 荏原SSC

73 高橋 瞭太 タカハシ リョウタ 3214202 小学校６年生 シンズあざみ野テニスチーム

74 田崎 珠吏 タサキ シュリ 3313335 中学校１年生 あじさいインドアTS

75 但馬 秀梧ささ タジマ シュウゴ 3127274 小学校４年生 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ

76 田中 俊輔 タナカ シュンスケ 3127837 小学校４年生 VIP　TENNIS　ＡＣＡＤＥＭＹ

77 田中 真森 タナカ マモリ 3214796 小学校６年生 IHSMレニックス

78 谷井 凱斗 タニイ カイト 3604571 小学校６年生 Fun to Tennis

79 種田 優樹 タネダ ユウキ 3127636 小学校６年生 南町田アゼリアTC

80 月岡 千大 ツキオカ チヒロ 321486 小学校５年生 ESSC

81 辻 琉聖 ツジ リュウセイ 3214319 小学校５年生 Y.S.C

82 土屋 瑠月 ツチヤ ルカ 3127929 小学校５年生 金町インターナショナルＴＡ

83 角田 理樹 ツノダ リキ 3214619 小学校４年生 Team YUKA

84 鶴岡 正也 ツルオカ マサヤ 3313167 小学校６年生 KTT

85 寺内 大志 テラウチ タイシ 3214641 小学校４年生 TEAM YUKA

86 當仲 優樹 トウナカ マサキ 3126958 小学校４年生 チームZIP

87 當仲 亮太 トウナカ リョウタ 3126926 小学校５年生 チームZIP

88 時岡 宏斗 トキオカ ヒロト 3419934 小学校6年生 グリーンテニスプラザ

89 内藤 凌海 ナイトウ リョウガ 3214683 小学校４年生 IHSMテニスガーデン綾瀬

90 中 翔太郎 ナカ シヨウタロウ 3214288 小学校６年生 パームインターナショナルテニスアカデミー

91 永井 優輝 ナガイ ユウキ 3214707 小学校４年生 IHSMテニスガーデン綾瀬

92 長井 佑真 ナガイ ユウマ 3214940 小学校３年生 IHSMテニスガーデン綾瀬

93 中台 凱翔 ナカダイ カイト 3313555 小学校６年生 志津テニスクラブ

94 中津山 聖流 ナカツヤマ サトル 3127059 小学校６年生 東宝調布テニスクラブ

95 中野 直紀 ナカノ ナオキ 3214602 小学校６年生 いせはらチャンピオンテニスカレッジ

96 永山 竜也 ナガヤマ タツヤ 3214312 小学校６年生 リビエラ逗子マリーナTS

97 永山 義也 ナガヤマ ヨシヤ 3214313 小学校６年生 リビエラ逗子マリーナTS

98 奈良 勇季 ナラ 勇季 3127374 小学校５年生 ウイニングショツト

99 鳴戸 壌厚 ナルト ジョウコウ 3418970 小学校６年生 Fテニス

100 仁島 清嘉 ニシマ セイカ 3126957 小学校5年生 緑ヶ丘テニスガーデン
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男子エントリーリスト（3） 4月11日17時現在

No. 名前 フリガナ 登録番号
新学年

(4月1日時点)
所属団体

101 布川 遼 ヌノカワ リョウ 3214888 小学校６年生 湘南ローンテニスクラブ

102 根本 真樹 ネモト マサキ 3127202 小学校６年生 三菱養和テニススクール

103 野口 峻 ノグチ シュン 3214863 小学校５年生 ファーイーストJrTA

104 野口 聖 ノグチ ショウ 3419468 小学校６年生 グリーンテニスプラザ

105 野崎 政春 ノザキ マサハル 3127216 小学校6年生 フェアリーテニスフォーラム

106 野村 侑平 ノムラ ユウヘイ 3125932 小学校6年生 たちかわジュニアテニスアカデミー

107 箱石 将人 ハコイシ マサト 3214038 小学校６年生 BEAT TENNIS CLUB

108 長谷川 康世 ハセガワ コウセイ 3313456 中学校１年生 K-TENNIS TRAINING

109 服部 一慧 ハットリ イッケイ 3127188 小学校４年生 有明ジュニアテニスアカデミー

110 服部 裕基 ハットリ ユウキ 3214729 小学校３年生 荏原SSC

111 花原 智輝 ハナハラ トモキ 3214856 小学校５年生 ジュンレオTA

112 羽生 伊織 ハニュウ イオリ 3214640 小学校４年生 神奈川県テニス協会

113 早川 登真 ハヤカワ トウマ 3127495 小学校４年生 京王赤城アカデミー

114 早川 登真 ハヤカワ トウマ 3127495 小学校４年生 京王赤城アカデミー

115 原口 善一 ハラグチ ヨシカズ 3313896 小学校５年生 KION千葉

116 原田 祐 ハラダ タスク 3214366 小学校６年生 横浜インターナショナルテニスコミュニティ

117 原田 悠仁 ハラダ ユウジン 3214221 小学校６年生 大島フラワーテニスガーデン

118 久冨 竜聖 ヒサトミ リュウセイ 3127644 中学校１年生 京王赤城アカデミー

119 福本 喜平 フクモト キヘイ 3214418 小学校６年生 リビエラ逗子マリーナテニススクール

120 藤野 恵大 フジノ ケイタ 3213893 小学校６年生 荏原SSC

121 布施 大雅 フセ タイガ 3214673 小学校６年生 大島フラワーテニスガーデン

122 舟木 稜 フナキ リョウ 3214598 小学校５年生 ＩＨＳＭイザワ

123 ボウルズ ニコラス ボウルズ ニコラス 3127702 小学校４年生 TEAM YONEZAWA

124 細谷 亮太 ホソヤ リョウタ 3126788 小学校６年生 昭和の森JTS

125 堀江 泰生 ホリエ タイキ 3214802 小学校4年生 プロフェッショナルテニススクール

126 堀江 悠斗 ホリエ ユウト 3214613 小学校6年生 プロフェッショナルテニススクール

127 前林 拓弥 マエバヤシ タクミ 3214724 小学校２年生 霧が丘アップテニスアカデミー

128 牧野 光汰 マキノ コウタ 3419978 小学校５年生 蓮田グリーンテニスクラブ

129 松岡 健 マツオカ ケン 3214973 小学校６年生 K-powersテニスアカデミーマートテニスガーデン

130 松岡 夏輝 マツオカ ナツキ 3126549 小学校６年生 町田ローンテニスクラブ

131 松岡 隼 マツオカ ハヤト 3214324 小学校５年生 荏原SSC

132 真中 翔楊 マナカ ショウヨウ 3803651 小学校６年生 あかやまＴＣ小山

133 三浦 剛志 ミウラ ツヨシ 3214525 小学校６年生 ジユンレオテニスアカデミー

134 三城 諒真 ミシロ リョウマ 3214095 小学校６年生 荏原SSC

135 南 大二朗 ミナミ ダイジロウ 3126781 小学校５年生 京王赤城アカデミー

136 宮川 侑士 ミヤガワ ユウト 3420308 小学校3年生 テニススクェア和光

137 宮良 琉玖 ミヤナガ リュウク 3127100 小学校５年生 ビッグK

138 村崎 太樹 ムラサキ タイキ 3214672 小学校５年生 Val

139 森下 滉司 モリシタ コウジ 3126991 小学校５年生 VIP TENNIS ACADEMY

140 森田 悠仁 モリタ ユウト 3214637 小学校４年生 リビエラ逗子マリーナテニススクール

141 八木 颯翔 ヤギ ハヤト 3214578 小学校５年生 大島フラワーテニスガーデン

142 矢口 創太 ヤグチ ソウタ 3127314 小学校６年生 たちかわＪＴＡ

143 矢野 龍雅 ヤノ リョウガ 3127257 小学校４年生 自由ガ丘インタ－ナショナルテニスカレッジ

144 山﨑 豪 ヤマサキ ゴウ 3214846 小学校６年生 ジュンレオTA

145 山崎 周平 ヤマザキ シュウヘイ 3214970 小学校６年生 神奈川県テニス協会

146 山田 博貴 ヤマダ ヒロタカ 3126716 小学校６年生 三菱養和テニススクール

147 山本 康暉 ヤマモト コウキ 3214469 小学校６年生 神奈中テニススクール

148 山本 来人 ヤマモト ライト 3214968 小学校６年生 ラックテニスガーデン

149 山本 遼 ヤマモト リョウ 3127812 小学校６年生 TENNIS SUNRISE

150 横山 慎之助 ヨコヤマ シンノスケ 3127251 小学校５年生 チームZIP
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151 吉岡 秀 ヨシオカ シュウ 3126978 小学校５年生 AJTA

152 力徳 暖 リキトク ダン 3214608 小学校４年生 MIRAI TENNIS ACADEMY
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No. 名前 フリガナ 登録番号
新学年

(4月1日時点)
所属団体

1 会田 京叶 アイダ キョウカ 3165358 小学校６年生 有明ジュニアテニスアカデミー

2 浅井 渚 アサイ ナギサ 3258467 小学校４年生 鵠沼平本ガーデンコート

3 浅見 花凛 アサミ カリン 3258375 小学校６年生 パームインターナショナルテニスアカデミー

4 飯田 理紗子 イイダ リサコ 3258425 小学校６年生 神奈中テニススクール

5 五十嵐 結彩 イガラシ ユイ 3165280 小学校５年生 チームZIP

6 池亀 柚南 イケガメ ユナ 3165452 小学校６年生 緑ヶ丘テニスガーデン

7 石井 綾夏 イシイ アヤカ 3258347 小学校４年生 葉山テニスクラブ

8 石井 さやか イシイ サヤカ 7050038 小学校４年生 中国テニス協会

9 石川 葵 イシカワ アオイ 3258242 小学校6年生 パームインターナショナルテニスアカデミー

10 石倉 綸々日 イシクラ リリカ 3165279 小学校５年生 チームZIP

11 伊東 磨希 イトウ マノ 3165749 小学校３年生 ビッグK

12 今井 もも イマイ モモ 3165576 小学校６年生 310V

13 今泉 優希 イマイズミ ユキ 3165664 小学校６年生 武蔵野ドームテニススクール

14 弥富 十和 イヤドミ トワ 3165270 小学校６年生 三菱養和テニススクール

15 入内嶋 愛 イリウチジマ アイ 3258417 小学校５年生 荏原SSC

16 岩尾 楓花 イワオ フウカ 3258533 小学校４年生 パームインターナショナルテニスアカデミー

17 上野 愛理佐 ウエノ アリサ 3258525 小学校６年生 神奈中テニススクール

18 碓井 菜緒 ウスイ ナオ 3258324 小学校６年生 神奈中テニススクール

19 梅本 愛珠 ウメモト アミ 3258333 小学校５年生 BEAT TENNIS CLUB

20 太田 姫菜 オオタ ヒナ 3258193 小学校６年生 シンズあざみ野テニスチーム

21 大野 里紗 オオノ リサ 3165245 小学校６年生 トータルテニスアカデミー

22 大橋 葉菜 オオハシ ハナ 3258410 小学校５年生 葉山テニスクラブ

23 岡 瞳美 オカ ヒトミ 3258357 小学校６年生 ファーイーストＪｒ．ＴＡ

24 小川 愛 オガワ アイ 3361857 小学校5年生 SOL Tennis College

25 荻島 さやか オギシマ サヤカ 3258463 小学校４年生 Y.S.C

26 荻島 はるか オギシマ ハルカ 3258030 中学校１年生 Y.S.C

27 奥西 初菜 オクニシ ニイナ 3553649 小学校６年生 ミナミグリーンテニスクラブ

28 小野 芽衣美 オノ メイビ 3258527 小学校４年生 杉田ゴルフ場 テニスコート

29 風間 菜花 カザマ ナノカ 3460783 小学校６年生 グリーンテニスプラザ

30 片岡 諭伽 カタオカ ユカ 3214695 小学校５年生 大島フラワーテニスガーデン

31 加藤 穂乃実 カトウ ホノミ 3258490 小学校５年生 大磯テニスアカデミー

32 金津 咲杏 カナツ サクア 3258321 小学校４年生 荏原SSC

33 金丸 日菜子 カネマル ヒナコ 3258358 小学校５年生 シンズあざみ野テニスチーム

34 神尾 優 カミオ ユウ 3258386 小学校６年生 霧が丘アップテニスアカデミー

35 川渕 凜乃 カワブチ リノ 3258184 中学校１年生 Team YUKA

36 菊地原 朱乃 キクチハラ アヤノ 3258273 小学校６年生 大島フラワーテニスガーデン

37 來嶋 澪 キジマ ミヲ 3165511 小学校２年生 東京都テニス協会

38 北原 結乃 キタハラ ユノ 3258419 小学校３年生 Team YUKA

39 栗原 未知 クリハラ ミチ 3258356 小学校６年生 ファーイーストJr.TA

40 クロスリー 真優 クロスリー マユ 3165650 小学校３年生 三菱養和テニススクール

41 小西 花梨 コニシ カリン 3258457 小学校４年生 神奈中テニススクール

42 小西 優奈 コニシ ユウナ 3258392 小学校６年生 神奈中テニススクール

43 小林 千陽 コバヤシ チハル 3165516 小学校６年生 ビックK

44 駒田 光音 コマダ ピート 5050401 小学校６年生 TEAM KOMADA

45 小松 由茉 コマツ ユマ 3165378 小学校５年生 水郷インドアテニスアカデミー

46 齋藤 咲良 サイトウ サクラ 3362018 小学校４年生 Hills K-Nagatsuka TA

47 斉藤 向日葵 サイトウ ヒマリ 3258482 小学校４年生 ジュンレオテニスアカデミー

48 齊藤 凜 サイトウ リン 3165272 小学校５年生 チームZIP

49 境井 日菜 サカイ ヒナ 3258212 中学校１年生 荏原SSC

50 坂野 生奈 サカノ ハナ 3258435 小学校３年生 YSC
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51 サッバ ナユマ サッバ ナユマ 3258223 小学校６年生 Beat Tennis club

52 佐藤 優衣 サトウ ユイ 3258335 小学校６年生 葉山テニスクラブ

53 柴田 愛月 シバタ アヅキ 3165600 中学校１年生 TENNIS SUNRISE

54 須貝 友衣子 スガイ ユイコ 3165486 小学校５年生 東宝調布テニスクラブ

55 菅野 愛渚 スガノ マナ 3258363 小学校4年生 パームインターナショナルテニスアカデミー

56 菅原 悠 スガワラ ハルカ 3258415 小学校５年生 シンズあざみ野テニスチーム

57 杉村 舞夏 スギムラ マナ 3258416 小学校５年生 鵠沼平本ガーデンコート

58 杉本 亜利紗 スギモト アリサ 3258531 小学校５年生 荏原SSC

59 添田 栞菜 ソエダ カンナ 3258526 小学校３年生 ESSC

60 添田 莉依菜 ソエダ リイナ 3258418 小学校５年生 荏原SSC

61 平 奈央 タイラ ナオ 3258238 小学校６年生 荏原SSC

62 高野 祐希子 タカノ ユキコ 3258480 中学校１年生 神奈中テニススクール

63 寺田 美郷 テラダ ミサト 3652495 小学校６年生 三笠TS

64 冨田 夕夏 トミタ ユウカ 3258035 小学校６年生 パームインターナショナルテニスアカデミー

65 永井 愛梨奈 ナガイ マリナ 3258436 小学校６年生 IHSMテニスガーデン綾瀬

66 中里 亜優菜 ナカザト アユナ 3258486 小学校３年生 荏原SSC

67 長田 萌瑛香 ナガタ モエカ 3460777 小学校５年生 グローバルプロテニスアカデミー

68 中林 あや ナカバヤシ アヤ 3165574 小学校６年生 VIP TENNIS ACADEMY

69 中林 ゆい ナカバヤシ ユイ 3165715 小学校３年生 VIP TENNIS ACADEMY

70 中村 桜 ナカムラ サクラ 3652535 小学校６年生 ＣＳＪ

71 南雲 優美 ナグモ ユミ 3258373 小学校５年生 東急あざみ野テニスガーデン

72 縄田 奈留子 ナワタ ナルコ 3165563 小学校5年生 VIP TENNIS ACADEMY

73 西尾 聖菜 ニシオ セナ 3165624 小学校６年生 自由ヶ丘インターナショナルテニスカレッジ

74 萩島 礼愛 ハギシマ レア 3164966 中学校１年生 有明ジュニアテニスアカデミー

75 萩原 渚月 ハギワラ ナツキ 3258453 小学校４年生 鵠沼平本ガーデンコート

76 長谷川 采香 ハセガワ アヤカ 3165264 小学校５年生 たちかわJTA

77 長谷川 美愛 ハセガワ ミア 3362013 小学校５年生 ロイヤルSCテニスクラブ

78 廣島 莉子 ヒロシマ リコ 3165392 小学校５年生 昭和の森ＪＴＳ

79 広瀬 日乃 ヒロセ ハルノ 3165470 小学校５年生 東京都テニス協会

80 福渡 葵 フクワタリ アオイ 3165212 小学校６年生 武蔵野ドームテニススクール

81 古谷 ひなた フルタニ ヒナタ 3165474 小学校３年生 有明ジュニアテニスアカデミー

82 星 奈々子 ホシ ナナコ 3258514 小学校５年生 神奈中テニススクール

83 細田 佑海 ホソダ ウミ 3165633 小学校６年生 東宝調布テニスクラブ

84 増川 花菜 マスカワ ハナ 3258420 小学校５年生 YSC

85 増川 日菜 マスカワ ヒナ 3258421 小学校５年生 YSC

86 松井 七乃花 ﾏﾂｲ ﾅﾉﾊ 3258423 小学校４年生 神奈中テニススクール

87 松本 瑠夏 マツモト ルカ 3165510 小学校５年生 武蔵野ドームテニススクール

88 豆崎 夏 マメザキ ナツ 3258481 小学校３年生 ジュンレオTA

89 溝口 瑠維 ミゾグチ ルイ 3258372 小学校６年生 ジュンレオテニスアカデミー

90 宮 亜美 ミヤ アミ 3258380 小学校６年生 Team YUKA

91 宮田 愛梨 ミヤタ アイリ 3258382 小学校６年生 大島フラワーテニスガーデン

92 村山 瑞紀 ムラヤマ ミズキ 3258513 小学校６年生 神奈中テニススクール

93 山口 紗妃 ヤマグチ サキ 3258469 小学校６年生 神奈中テニススクール

94 山下 真央 ヤマシタ マオ 3165485 小学校６年生 VIP TENNIS ACADEMY

95 山野 りみ ヤマノ リミ 3258344 小学校５年生 葉山テニスクラブ

96 山本 菜央 ヤマモト ナオ 3258477 小学校６年生 IHSMテニスガーデン綾瀬

97 吉岡 あい ヨシオカ アイ 3165370 小学校５年生 AJTA

98 Laxer 茉弥 ラクサー マヤ 3165565 小学校４年生 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ

99

100


