
No. 氏名 フリガナ 登録番号 所属団体 No. 氏名 フリガナ 登録番号 所属団体

1 相原 綾介 アイハラ リョウスケ 3126206 武蔵野ドームテニススクール 1 赤松 ほのか アカマツ ホノカ 3258233 リビエラ逗子マリーナテニススクール

2 新垣 礼斗 アラカキ アヤト 3418595 Fテニス 2 浅賀 遥 アサカ ハルカ 3257866 テニスカレッジやよい台

3 安藤 佑悟 アンドウ ユウゴ 3126272 上石神井テニスチーム 3 石川 葵 イシカワ アオイ 3258242 パームインターナショナルテニスアカデミー

4 飯田 一成 イイダ カズナリ 3214274 神奈中テニススクール 4 井實 彩乃 イジツ アヤノ 1528249 京王赤城アカデミー

5 飯村　翔哉 イイムラ　ショウヤ 3214115 パームインターナショナルテニスアカデミー 5 井上 瞳 イノウエ ヒトミ 3258057 神奈中ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ平塚

6 生野 大翔 イクノ ヒロト 3214017 大島フラワーテニスガーデン 6 岩瀬 七海 イワセ ナナミ 3258117 リビエラ逗子マリーナテニススクール

7 池田 和樹 イケダ　カズキ 3125486 京王赤城テニスアカデミー 7 植村 優菜 ウエムラ ユウナ 3258191 テニスカレッジやよい台

8 石井 舜之介 イシイ シュンノスケ 3418048 グリーンテニスプラザ 8 内島 萌夏 ウチジマ モユカ 3165107 昭和の森JTS

9 石井 尭乃進 イシイ タカノシン 3419075 グリーンテニスプラザ 9 大島　彩華 オオシマ　アヤカ 3258285 BEAT TENNIS CLUB

10 石木 堅也 イシキ ケンヤ 3214078 コナミスポーツクラブ海老名東 10 大村 千乃 オオムラ ユキノ 3165014 J.S.S

11 井實 優斗 イジツ ユウト 3126690 京王赤城アカデミー 11 岡田 美彌子 オカダ ミヤコ 3258138� パームインターナショナルテニスアカデミー

12 一藤木 瀬也 イットウギ セナ 3214278 イースタンテニス 12 小川 すみれ オガワ スミレ 3258162 荏原ＳＳＣ

13 出口 英次朗 イデグチ エイジロウ 3213879 クリエイトテニスアカデミーFTC 13 荻島 はるか オギシマ ハルカ 3258030 Y.S.C

14 伊藤 幹真 イトウ ミキナオ 3125669 昭和の森ジュニアテニススクール 14 奥澤 歩侑 オクサワ アユ 3165168 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ

15 稲原 ジョシュア イナハラ ジョシュア 3125608 京王赤城アカデミー 15 小副川 莉桜 オソエガワ リオ 3361745 Hills  K-Nagatsuka tennis academy

16 井上 啓太郎 イノウエ ケイタロウ 3125436 武蔵野ドームテニススクール 16 小田 桃子 オダ モモコ 3164883 昭和の森ＪＴＳ

17 今塩屋　秀太 イマシオヤ　シュウタ 3214123 シンズあざみ野テニスチーム 17 カジュール オヴィ カジュール オヴィ 3164915 武蔵野ドームテニススクール

18 今田 敏貴 イマダ トシキ 3213777 Team　On　Line 18 加藤 安菜 カトウ アンナ 3165179 武蔵野ドームテニススクール

19 上田　壱成 ウエダ　イッセイ 3126017 ビッグKテニス 19 加藤 英佳 カトウ ハナカ 3460000 アクロス戸田インドアTC

20 上田 圭一朗 ウエダ ケイイチロウ 3126834 狛江インドアジュニアATPチーム 20 金子 さら紗 カネコ サラサ 3165140 たちかわJTA

21 上田 朔 ウエダ サク 3213958 神奈川県テニス協会 21 川瀬 美雨 カワセ ミウ 3258189 湘南ローンテニスクラブ

22 大川 透也 オオカワ トウヤ 3313069 メディカルテニスクラブ 22 河野 瑞生 カワノ ミズキ 3164758 J.S.S

23 大澤　伊蕗 オオサワ　イブキ 3312662 楠クラブ 23 川渕 凜乃 カワブチ リノ 3258184 Team YUKA

24 大塚 航希 オオツカ コウキ 3214106 リビエラ逗子マリーナテニススクール 24 木村 亜美 キムラ アミ 3258262 IHSMレニックス

25 大谷 昂択 オオヤ コウタク 3126676 グリーンテニスプラザ 25 木村 杏 キムラ アンズ 3258096 荏原SSC

26 岡部 雄太 オカベ ユウタ 3214147 シンズあざみ野テニスチーム 26 草山 水萌 クサヤマ ミナモ 3258009 BEAT TENNIS CLUB

27 岡本　優己 オカモト　ユウキ 3125215 J.S.S. 27 小早川 栞南 コバヤカワ カンナ 3258170 葉山テニスクラブ

28 賀川 嵩介 カガワ シュウスケ 3213806 葉山テニスクラブ 28 金野 萌 コンノ モエ 3164989 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ

29 鹿川 夏生 カガワ ナツキ 3313303 Hills K-Nagatsuka Tennis Academy 29 斉藤 愛里沙 サイトウ アリサ 3361719 ロイヤルSCテニスクラブ

30 鹿川 湧生 カガワ ユウキ 3313302 Hills K-Nagatsuka Tennis Academy 30 齊藤 里穂 サイトウ リホ 3852648 アウリンTC

31 亀井 泰造 カメイ タイゾウ 3803446 宇都宮サンテニスクラブ 31 坂本 菖 サカモト アヤメ 3165083 狛江インドアジュニアＡＴＰチーム

32 菊池　至 キクチ　イタル 3214157 湘南ローンテニスクラブ 32 阪本 芽生 サカモト メイ 3164743 桜田倶楽部

33 木村 孝太郎 キムラ コウタロウ 3214203 IHSMレニックス 33 櫻澤 満里奈 サクラザワ マリナ 3164635 東京都テニス協会

34 久野 翔也 クノ ショウヤ 3125811 京王赤城アカデミー 34 佐藤 愛美 サトウ アミ 3165284 町田ローンテニスクラブ

35 倉持 英希 クラモチ ヒデキ 3125160 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 35 佐藤　愛弓 サトウ　アユミ 3361754 八千代SGインドアTS

36 桑原　湧 クワハラ　ユウ 3213339 パームインターナショナルテニスアカデミー 36 佐藤 里紗 サトウ リサ 3258235 IHSMテニスガーデン綾瀬

37 小西 蒼 コニシ ソウ 321422322 東急あざみ野テニスガーデン 37 進藤 万里依 シンドウ マリエ 3361651 吉田記念テニス研修センター

38 小宮 明頼 コミヤ アキノリ 3126756 水郷インドアテニスアカデミー 38 神場 レイ ジンバ レイ 3258256 橘テニスアカデミー

39 斎藤　成 サイトウ　セイ 3213904 葉山テニスクラブ 39 杉浦　萌楓 スギウラ　ホノカ 3258071 イラコテニスカレッジ

40 坂下 泰吾 サカシタ ダイゴ 3214305 葉山テニスクラブ 40 鈴木 寧々 スズキ ネネ 3258228 ESSC
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41 佐藤 瑛輝 サトウ エイキ 3418701 S.I.T.A 41 鈴木 美結 スズキ ミユ 3460455 浦和パークテニスクラブ

42 佐藤　友生 サトウ　ユウキ 3313353 八千代SGインドアTS 42 平 奈央 タイラ ナオ 3258238 ESSC

43 佐藤 雄治 サトウ ユウジ 3126749 町田ローンテニスクラブ 43 高橋 凪沙 タカハシ ナギサ 3258182 ESSC

44 塩田 龍一 シオダ リュウイチ 3126098 緑が丘テニスガーデン 44 武部 せな タケベ セナ 3652178 CSJ

45 篠田 悠至 シノダ ユウシ 3214231 鵠沼平本テニスガーデン 45 田中 麻衣 タナカ マイ 3164452 MTSテニスアリーナ三鷹

46 篠田 玲 シノダ レイ 3505616 ミナミグリーンテニスクラブ 46 田中 優利 タナカ ユリ 3165138 有明ジュニアテニスアカデミー

47 柴崎 充志 シバサキ アツシ 3125391 コートピア大泉テニスクラブ 47 谷本 ひなた タニモト ヒナタ 3165135 東宝調布テニスアカデミー

48 菅原 健太郎 スガワラ ケンタロウ 3126851 東京JTTC 48 田原 実奈 タハラ ミナ 3361637 サムライテニス

49 鈴木 賢一朗 スズキ ケンイチロウ 3214239 神奈川県テニス協会 49 玉木 由梨 タマキ ユリ 3164987 町田ローンTC

50 鈴木　悟 スズキ　サトル 3125153 京王赤城アカデミー 50 冨永 栞 トミナガ シオリ 3258106 荏原ＳＳＣ

51 関口 剛叶 セキグチ タケヤス 3126156 桜田倶楽部 51 永岡 咲良 ナガオカ サラ 3165119 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ

52 平 レオン　オリリアス タイラ レオン　オリリアス 3125541 武蔵野ドームテニススクール 52 西 飛奈 ニシ ヒナ 316499 昭和の森ジュニアテニススクール

53 鷹野 魁 タカノ カイ 3213751 リーファインターナショナルテニスアカデミー 53 萩島 礼愛 ハギシマ レア 3164966 有明ジュニアテニスアカデミー

54 高畑　里玖 タカハタ　リク 3125575 昭和の森JTS 54 林 夏摘 ハヤシ ナツミ 3258008 BEAT TENNIS CLUB

55 竹田 耀 タケダ ヒカル 3126055 狛江インドアジュニアATPチーム 55 早瀬 日菜乃 ハヤセ ヒナノ 3257848 ファーイーストＪｒＴＡ

56 田原 嘉人 タハラ ヨシヒト 3313065 サムライテニス 56 平井 遥 ヒライ ハルカ 3258188 IHSMテニスガーデン綾瀬

57 手塚 瀬留 テヅカ セル 3418047 Fテニス 57 藤岡 香 フジオカ カオリ 3165011 桜田倶楽部

58 外川 陽太 トガワ ヨウタ 3126051 コートピア大泉テニスクラブ 58 星野　香恋 ホシノ　カレン 3258230 シンズあざみ野テニスチーム

59 土肥 幸暉 ドヒ コウキ 3125194 狛江インドアジュニアATPチーム 59 前田 来夢 マエダ　ライム 3361568 k-tennis-training

60 土肥 朋暉 ドヒ トモキ 3125195 狛江インドアジュニアATPチーム 60 松崎 未知 マツザキ ミチ 3165068 京王赤城アカデミー

61 鳥山 優和 トリヤマ ユウト 3417457 グリーンテニスプラザ 61 南口 亜美 ミナミグチ アミ 3257929 大島フラワーテニスガーデン

62 中 翔太郎 ナカ ショウタロウ 3214288 イースタンテニススクール 62 山崎 鈴果 ヤマザキ スズカ 3258101 Y.S.C

63 中野 哲寛 ナカノ テツヒロ 3214187 パームインターナショナルアカデミー 63 山本 彩香 ヤマモト アヤカ 3361721 ロイヤルＳＣテニスクラブ

64 永山 竜也 ナガヤマ タツヤ 3214312 リビエラ逗子マリーナテニススクール 64 結城 七菜 ユウキ ナナ 3258277 鵠沼平本ガーデンコート

65 永山 義也 ナガヤマ ヨシヤ 3214313 リビエラ逗子マリーナテニススクール 65 吉家 莉菜 ヨシイエ リナ 3258227 ESSC

66 西海　隆太郎 ニシガイ　リュウタロウ 3125847 ミヤムラテニスセンター 66 和田 瞳子 ワダ トウコ 3258309 葉山テニスクラブ

67 野口 敦生 ノグチ アツオ 3126453 TOPインドアステージ亀戸 67 藁科 怜乃 ワラシナ レノ 3164999 上石神井テニスチーム

68 野口 拓優 ノグチ タクヤ 3214243 BEAT TENNIS CLUB 68

69 野澤 成康 ノザワ ナリヤス 3419143 ブリヂストンテニスハウス浦和 69

70 野澤 陽大 ノザワ ヨウダイ 3419146 ブリヂストンテニスハウス浦和 70

71 長谷部 達哉 ハセベ タツヤ 3126338 チームZIP

72 林 颯斗 ハヤシ リクト 3214117 ＹＳＣ

73 原 大夢 ハラ タイム 3213916 クリエイトテニスアカデミーFTC

74 原田 悠仁 ハラダ ユウジン 3214221 大島フラワーテニスガーデン

75 樋口 葵伊 ヒグチ アオイ 3313012 楠クラブ

76 樋口 大祐 ヒグチ ダイチ 3125584 町田ローンテニスクラブ

77 平野 太陽 ヒラノ タイヨウ 3124681 TEAM  YONEZAWA

78 平野 晴紀 ヒラノ ハルキ 3214304 プロフェッショナルテニススクール

79 藤岡 源 フジオカ ゲン 3125734 自由ヶ丘インターナショナルテニスカレッジ

80 藤本 修嗣 フジモト シュウジ 3213939 青葉台ローンテニスクラブ
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81 法華津 光 ホケツ ヒカル 3125445 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ

82 細川 暖生 ホソカワ ハルキ 3126692 ミヤムラテニスセンター

83 細川 楓斗 ホソカワ フウト 3125500 東宝調布テニスクラブ

84 堀井 駿佑 ホリイ シュンスケ 3213736 青葉台ローンテニスクラブ

85 本間　椋 ホンマ　リョウ 3126143 Big Think

86 増田 海斗 マスダ カイト 3126884 たちかわJTA

87 松隈 ネイサン明 マツグマ ネイサンアキラ 3126432 セサミ

88 真庭 稔 マニワ ミノル 3126452 コートピア大泉テニスクラブ

89 三城 諒真 ミシロ リョウマ 3214095 ESSC

90 水谷 太一 ミズタニ タイチ 3214103 リビエラ逗子マリーナテニススクール

91 宮野 皓成 ミヤノ コウセイ 3313482 松原TC印西

92 守谷 岳 モリヤ ガク 3125006 J.S.S.

93 八尋 功資 ヤヒロ コウスケ 3213603 Team YUKA

94 山原 周 ヤマハラ アマネ 3419527 川越テニスカレッジ

95 山本 佳 ヤマモト カイ 3213952 登戸サンライズテニスコート

96 山本 秀 ヤマモト シュウ 3125145 ビッグKテニス

97 吉田 拓海 ヨシダ タクミ 3126154 チームZIP

98 吉田 朋弘 ヨシダ トモヒロ 3313420 TTC

99 吉田 昌弘 ヨシダ マサヒロ 3313421 TTC

100 吉田 康浩 ヨシダ ヤスヒロ 3419555 リトルプリンステニスクラブ

101 吉村 大生 ヨシムラ ダイキ 3312879 志津テニスクラブ

102 若山 賢人 ワカヤマ ケント 3126966 自由ヶ丘インターナショナルテニスカレッジ

103 渡辺　莞 ワタナベ　カン 3312936 TTC

104 渡辺 慶太朗 ワタナベ ケイタロウ 3125879 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ

105 渡辺 英寿 ワタナベ ヒデトシ 3313487 楠クラブ

106 渡部　裕貴 ワタベ　ヒロキ 3125741 チームZIP

107

108

109

110
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