
※2016年2⽉1⽇〜2016年12⽉31⽇⼤会 （2015年度延期⼤会含む）

1 Tristin Mori VIP TENNIS ACADEMY 東京都

2 会⽥ 湧紀 Fテニス 埼⽟県

3 秋葉 太朗 東京成徳⼤学⾼校 東京都

4 秋保 悟志 宮の森スポーツクラブ 北海道

5 秋⼭ 俊輔 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都

6 浅井 裕真 TENNIS SUNRISE 東京都

7 浅倉 英陸 Y.C.A.C.テニスアカデミー 神奈川県

8 天沼 丈 昭和の森JTS 東京都

9 天野 響 ⻄宮テニスクラブ 兵庫県

10 綾井 優太 PDTテニスクラブ ⾹川県

11 新井 颯太 Fテニス 埼⽟県

12 新居 岳⼠ アップデイト ⾹川県

13 荒⽊ 仁功郎 フリー ⻑崎県

14 有本 響 桜⽥倶楽部 神奈川県

15 有⼭ 太矩 HOS⼩阪テニスクラブ ⼤阪府

16 粟屋 衛 京王⾚城アカデミー 東京都

17 アンシュ ジャー 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

18 安杖 ⿓世 京王⾚城アカデミー 東京都

19 安藤 凱 G.S.T.A 東京都

20 飯泉 涼 CSJ 茨城県

21 飯⽥ 航⽮ ESSC 神奈川県

22 飯⽥ 信⽮ ⼤正セントラルテニスクラブ⽬⽩ 東京都

23 飯村 ⼤也 吉⽥記念テニス研修センター 千葉県

24 五百城 純 東宝調布テニスクラブ 東京都

25 五⼗嵐 昊也 ウィニングショット 宮城県

26 五⼗嵐 淳 グラスコート佐賀テニスクラブ 佐賀県

27 池井⼾ 俊佑 ⽬⿊テニスクラブ 東京都

28 池⽥ 蓮 アクティブテニスアカデミー 北海道

29 池⾕ 拓真 ミヤムラテニスセンター 東京都

30 ⽯井 公⼀朗 たちかわJTA 東京都

31 ⽯井 啓 YC&AC Junior Tennis Academy 神奈川県

32 ⽯井 智樹 プロフェッショナルテニススクール 神奈川県

33 ⽯井 達也 RIVER 栃⽊県

34 ⽯井 博将 東京都テニス協会 東京都

35 ⽯井 凌⾺ TeamYUKA 神奈川県

36 ⽯井 天⾺ 武蔵中学校 東京都

37 ⽯川 孝太朗 T-style26 TENNIS CLUB. 福岡県

38 ⽯川 開渡 Chatswood Tennis Club 千葉県

39 ⽯川 晄⼤ 京王⾚城アカデミー 東京都

40 ⽯倉 柊真 チームZIP 神奈川県
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41 ⽯関 皓 ブリヂストンテニスハウス新所沢 埼⽟県

42 ⽯津 尚悟 TOM Tennis Planning 神奈川県

43 ⽯橋 煌志 吉⽥記念テニス研修センター 千葉県

44 ⽯原 直史 町⽥ローンテニスクラブ 神奈川県

45 泉 浩⼤ 上野⼭テニススクール 群⾺県

46 和泉 ⽃海也 さくらテニスクラブ 静岡県

47 磯 裕之介 PCAジュニアテニスアカデミー 埼⽟県

48 磯 光太郎 PCAジュニアテニスアカデミー 埼⽟県

49 市川 剣都 ウィルテニスアカデミー瀬⼾ 愛知県

50 井出 諒太 富⼠⾒テニスクラブ 神奈川県

51 井⼾ 勇吾 東⼭テニスクラブ 京都府

52 伊藤 俊亮 ⻄武ドームテニスコート 東京都

53 伊藤 俊太朗 TA-NOBU 愛知県

54 伊藤 佑亮 慶應義塾志⽊⾼校 東京都

55 ⽷⼭ 太基 ファインヒルズTC 佐賀県

56 稲本 琳緒 シードテニスクラブ 埼⽟県

57 戌亥 ⼀真 パブリックテニスイングランド 滋賀県

58 井上 遥⼗ ISHII TENNIS ACADEMY ⼭梨県

59 井上 拓海 T.T.LBRL 東京都

60 井上 直輝 京華⾼校 東京都

61 今井 ⼒輝 BASE×MET  岐⾩県

62 今井 汰育 ウィナーズTC ⼭⼝県

63 今鷹 洸太 T.T.LBRL 東京都

64 今村 匡⽃⼠ ⻑住テニスクラブ 福岡県

65 伊良波 進太郎 南市川TG 千葉県

66 イルワント 拓哉 ワタナベクラブ 神奈川県

67 岩井 雄⼤ たけがわ 愛知県

68 岩崎 藍⽃ 昭和の森ジュニアテニススクール 東京都

69 岩崎 悠真 ESSC 神奈川県

70 岩瀬 緋呂将 ARROWS TS 滋賀県

71 岩⽥ 昊空 LYNX Tennis Academy 神奈川県

72 岩⽥ 幸太郎 ⻑良川ローンテニスクラブ 岐⾩県

73 上⽥ 将成 あざみ野ローンテニスチーム 東京都

74 上野 温洋 ⾚城アカデミーさくら野⽕⽌ 東京都

75 上原 宏太 桜⽥倶楽部 東京都

76 植松 蓮 ひばりヶ丘新豊TC 東京都

77 内⽥ 弘⼼ シードテニスクラブ 埼⽟県

78 内⽥ 夢⼗ ⻘葉台ローンテニスクラブ 神奈川県

79 内堀 慶都 ロイヤルSCテニスクラブ 東京都

80 打⼭ 航⼤ 筑紫野ローンテニスクラブ 福岡県
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81 内⼭ ⼤誠 武蔵野ドームテニススクール 東京都

82 内海 駿 ミヤムラテニススクール 東京都

83 宇津⼭ ⽴樹 ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

84 宇野 雄太郎 東宝調布テニスクラブ 東京都

85 梅⽥ 周優 クラージュＴＳ 熊本県

86 江⾯ 隼⼈ あけぼのテニスクラブ 北海道

87 海⽼原 隆晴 松原TC印⻄ 千葉県

88 海⽼原 義晴 松原TC印⻄ 千葉県

89 江淵 健⽃ ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

90 ⼤岡 弘尚 ⽟川学園 東京都

91 ⼤⾨ 舜 ⻘葉台ローンテニスクラブ 神奈川県

92 ⼤下 遥希 Scratch 広島県

93 ⼤島 周 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都

94 ⼤須賀 航 レインボー彩都 ⼤阪府

95 ⼤関 翔安 松原TC印⻄ 千葉県

96 太⽥ 瑛主 STSS 愛知県

97 ⼤⾕ 宗平 Noah.I.S 姫路 兵庫県

98 ⼤津 育⽃ ひろせテニススクール 神奈川県

99 ⼤塚 敬也 サレジオ学院⾼校 神奈川県

100 ⼤槻 翔央 松原テニススクール 神奈川県

101 ⼤槻 圭⼈ 東⼾塚松原TS 神奈川県

102 ⼤⻄ 陽也 OTC 愛知県

103 ⼤⻄ 直輝 D-tennis. 東京都

104 ⼤沼 広季 RIVER 栃⽊県

105 ⼤野 陽 学習院中等科 東京都

106 ⼤野 祐⼈ レッツインドアテニススクール堀之内 東京都

107 ⼤間知 嶺 登⼾サンライズテニスコート 東京都

108 ⼤森 圭 ITC靭テニススクール ⼤阪府

109 ⼤家 慧⼠郎 INOUEテニスアカデミー 京都府

110 ⼤薮 拓⽣ ライジングテニスクラブ 北海道

111 ⼩笠原 陸 ウィング 北海道

112 岡⽥ ⼤空 ミヤムラテニスセンター 神奈川県

113 岡⽥ 宗 K－powersテニスアカデミーマートテニスガーデン 神奈川県

114 岡部 創太 サレジオ学院⾼等学校 神奈川県

115 岡本 凱 町⽥ローンテニスクラブ 神奈川県

116 ⼩川 敦也 TC⼤井ファミリー 埼⽟県

117 ⼩川 怜 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都

118 奥⽥ 直輝 S.I.T.A 埼⽟県

119 奥野 尋 ジュンレオTA 神奈川県

120 奥⾕ 祐⼀郎 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県
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121 ⼩倉 諭⾏ 昭和の森JTS 東京都

122 ⼩倉 裕太 Y'sジュニアテニスチーム ⽯川県

123 ⻑⽥ ⻁汰郎 SHOW.T.P 愛知県

124 ⻑部 啓 アクティブTA 北海道

125 ⼩澤 夏輝 TENNIS SUNRISE 東京都

126 押切 優吾 WAVE TENNIS SCHOOL 北海道

127 尾関 ⻯⾺ 京王⾚城アカデミー 東京都

128 ⼩⽥ 哲秀 東海⾼校 愛知県

129 ⼩⾼ 拓海 S.I.T.A 埼⽟県

130 ⼩野 海⽃ ISHII TENNIS ACADEMY ⼭梨県

131 尾上 柊匠 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

132 ⼩野澤 悠 アクロス⼾⽥ 埼⽟県

133 ⼩野島 健太 東京成徳⼤学⾼校 東京都

134 尾張 令玖 ClubMed Academy 東京都

135 甲斐 悠輝 瑞江中学校 東京都

136 海津 泰雅 ⻘⼭学院⾼等部 神奈川県

137 柿澤 康太 京王⾚城アカデミー 東京都

138 春⽇ ⼤地 ⼩澤ジュニア ⻑野県

139 粕⾕ 太洋 ブリジストンテニスハウス新所沢 埼⽟県

140 ⽚⼭ 春輝 レテテニススクール 東京都

141 ⽚⼭ 望 たけがわ 愛知県

142 勝⽥ 航 雪⾕中学校 東京都

143 勝⽥ 真亜駆 茗溪学園中学校 千葉県

144 加藤 駿⼀ Ｔ＆Ｓ新発⽥インドアテニススク－ル 新潟県

145 加藤 ⼤暉 厚⽊国際テニスクラブ 神奈川県

146 ⾨⽥ 匡平 南⼭国際⾼等学校 愛知県

147 ⾦古 遼⾺ 上野⼭テニススクール 群⾺県

148 ⾦⼦ ⼤聖 ESSC 神奈川県

149 ⾦⽥ 悠来 シードテニスクラブ 埼⽟県

150 ⾦⽥ 拓渡 松原テニススクール 千葉県

151 ⾦⽥ 晴輝 松原テニススクール 千葉県

152 ⾦巻 武秀 葉⼭テニスクラブ 神奈川県

153 狩野 快晴 VOTA 東京都

154 唐澤 希広 国⽴⻑野⼯業⾼等専⾨学校 ⻑野県

155 川井 隆成 ⾦町インターナショナルTA 東京都

156 川上 舜世 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

157 川崎 幹太 TENNIS SUNRISE 東京都

158 川⽥ 翔⼤ チームZIP 東京都

159 川⼾ 育真 リビエラ逗⼦マリーナテニススクール 神奈川県

160 川本 尚永 東宝調布テニスアカデミー 東京都
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161 神⽥ 瑛有 ロックオンTC 兵庫県

162 菅野 翔希 GASC TT 福島県

163 観野 凌雅 帯広ウイング 北海道

164 ⽊内 恭佑 秀明英光⾼校 埼⽟県

165 菊池 広翔 ＴＣ⼤井ファミリー 埼⽟県

166 菊池 翼 NISHIO FACTORY 福岡県

167 菊地 達仁 サン城陽テニスクラブ 京都府

168 ⽊崎 琉⼠ 鶴⾒緑地M.T.S ⼤阪府

169 貴志 頼渡 あざみ野ローン 神奈川県

170 貴⽥ 悠⽃ ⽬⿊テニスクラブ 東京都

171 北野 ⼼晴 湘南ローンテニスクラブ 神奈川県

172 北林 由伊 上⽥市テニススポーツ少年団 ⻑野県

173 北原 慎之佑 ビッグKテニス 東京都

174 北原 優輝 KCJテニスアカデミー 茨城県

175 北牧 慶⼀朗 テニスカレッジ やよい台 神奈川県

176 ⽊塚 真彰 たちかわJTA 東京都

177 ⽊村 ⼀翔 たちかわジュニアテニスアカデミー 東京都

178 ⽊村 優希 昭和の森ジュニアテニスクラブ 東京都

179 清原 駿介 KCJテニスアカデミー 茨城県

180 楠井 遥⽃ 神奈川県テニス協会 神奈川県

181 楠⼾ 遥葵 星⽥テニスクラブ ⼤阪府

182 楠 波琉⾳ 屋島テニスクラブ ⾹川県

183 久野 翔也 京王⾚城アカデミー 東京都

184 クフシノフ 漣 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都

185 久保 静也 鵠沼平本ガーデンコート 東京都

186 久保⽥ 洋夢 SSAレニックス 神奈川県

187 粂 和⼈ 伊賀テニスアカデミー 三重県

188 倉下 凛空 アイテニスクラブ ⼤阪府

189 蔵城 萌⽃ ロランインドア 三重県

190 倉持 英希 ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

191 栗原 颯友 PCAジュニアテニスアカデミー 埼⽟県

192 ⿊⽥ ⻑実 ⾃由ヶ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

193 桑原 千裕 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

194 桑原 湧 シダーズインドアテニススクール湘南台 神奈川県

195 権 瑜秦 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

196 ⼩池 昂太朗 AITC 愛知県

197 甲賀 翼 プラスαテニスカレッジ 埼⽟県

198 纐纈 晟留 チェリーテニスクラブ 岐⾩県

199 河野 暉 エルヴェ 埼⽟県

200 神⼭ 宏正 ⽥園テニスクラブ 東京都
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201 ⼩枝 ⻯也 Team310V 東京都

202 古川 ⻘空 ⼤成⾼等学校 東京都

203 五⽊⽥ 琥珀 ⾦町インターナショナルテニススクール 東京都

204 ⼩⻄ 翔⼤ KION千葉 東京都

205 ⼩林 ⽩ 東京グリーンヒルズテニスクラブ 東京都

206 ⼩林 兼輔 桜⽥テニスカレッジ 東京都

207 ⼩林 桃⼤ WAVE 北海道

208 ⼩林 拓⽮ ⾚城アカデミーさくら野⽕⽌ 東京都

209 ⼩林 ⽣波 Line's Collect TT 北海道

210 ⼩林 恒太 あけぼのテニスクラブ 北海道

211 ⼩林 ⼤修 早稲⽥実業学校 東京都

212 ⼩林 育雄 ⽬⿊テニスクラブ 東京都

213 ⼩松 駿介 リーファインターナショナルアカデミー 神奈川県

214 五味 ⼀輝 東京都⽴富⼠森⾼等学校 東京都

215 ⼩宮 啓永 ⾼井⼾ダイヤモンド・フミヤＴＳ 東京都

216 ⼩室 崇 Fill Tennis Center 森の⾥ 神奈川県

217 ⼩⼭ ⼤凱 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都

218 ⼩⼭ 豪雄 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

219 近藤 秀彦 シーホース⾹櫨園 兵庫県

220 近藤 圭⼀郎 シーホース⾹櫨園 兵庫県

221 斎藤 天稀 上尾テニスクラブ 埼⽟県

222 ⻫藤 ⽩⽻ サムライテニス 千葉県

223 齋藤 ⼀輝 tennising 東京都

224 齋藤 隼輝 ⽴教池袋⾼等学校 千葉県

225 齋藤 駿太 ウイニングショット 宮城県

226 財満 開志 ファーイーストJrTA 東京都

227 酒井 蔵⼈ ロコインドアスクール東陽町 東京都

228 榊 莉央 チェリーTC 愛知県

229 坂根 瑛太 ＭＴＳ⼤阪校カラバッシュＴＳ ⼤阪府

230 坂野 元哉 INABA T.S. 千葉県

231 坂牧 亮太朗 有明ジュニアアカデミー 東京都

232 坂本 ⽇⾊ ABCテニスアカデミー 熊本県

233 坂本 健英 荏原ＳＳＣ 神奈川県

234 坂本 遼介 サレジオ学院⾼校 東京都

235 桜井 駿 ｍ＆ｍJTA ⻑野県

236 櫻井 ⼤空 帯広ウイング 北海道

237 佐々⽊ 凜太郎 ビッグK 東京都

238 佐々⽊ 凜太朗 奥州ジュニア 岩⼿県

239 佐々⽊ 亮介 成蹊中学 東京都

240 笹⽥ 尚寛 ⼤正セントラル ⽬⽩ 東京都
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241 佐治 悠⽣ 法政⼤学第⼆⾼等学校 神奈川県

242 佐藤 将真 Val 神奈川県

243 佐藤 遙太 橘テニスアカデミー 神奈川県

244 佐藤 傑 函館テニス倶楽部 北海道

245 佐藤 夏向 あおやま庭球塾 静岡県

246 佐藤 ⼤河 エムズTP 宮城県

247 佐藤 匠真 アウリンテニスクラブ 栃⽊県

248 佐藤 璃空 ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 神奈川県

249 佐藤 修亮 OTS 東京都

250 佐藤 碧空 m&m JTA ⻑野県

251 佐藤 柊⽃ 帯広ウィング 北海道

252 佐藤 裕輝 東海⼤付属相模⾼等学校 神奈川県

253 佐藤 ⼤和 昭和の森テニスセンター 東京都

254 佐藤 卓哉 ⼤正セントラル 東京都

255 佐藤 樹 YSC 東京都

256 眞⽥ 将吾 三重グリーンテニスクラブ 三重県

257 澤⽥ 宙 Fテニス 埼⽟県

258 ジェームズ 勇太郎 ロコインドアテニス東陽町 東京都

259 塩野 豊寛 宮の森スポーツクラブ 北海道

260 重久 理空 TENNIS SUNRISE 東京都

261 重松 隼平 ウイング ウエスト校 北海道

262 地主 ⼤起 VIP TENNIS ACADEMY 東京都

263 澁⾕ 紀重 ユニバーサルテニススクール南⼤沢 神奈川県

264 島⽥ 泰成 南町⽥インターナショナルTC 神奈川県

265 清⽔ 悠真 油⼭テニスクラブ 福岡県

266 下⽥ 智之 ⾦沢⾼校 神奈川県

267 宿⽥ 凛太郎 Line' s Collect. TT 北海道

268 東海林 渓太 レテテニススクール 東京都

269 庄司 ⿓太 ミヤムラテニスセンター 東京都

270 ⽩⽔ 真悟 春⽇公園TS 福岡県

271 新瀬 ⼀輝 マキシマムスポーツマインド 神奈川県

272 進藤 ⼤陸 荏原SSC 神奈川県

273 新免 翔蔵 ひろせテニススクール 東京都

274 末継 ⼒ リビエラ逗⼦マリーナテニススクール 神奈川県

275 末次 武流 江坂テニス ⼤阪府

276 菅原 優作 レテテニススクール 東京都

277 杉⽥ 海 D-tennis. 東京都

278 杉⼭ 陸 荏原ＳＳＣ 神奈川県

279 図師⽥ 珀 トータルテニスアカデミー 東京都

280 鈴⽊ 遼央 ブレスパティオ 静岡県
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281 鈴⽊ 海理 Hills K-Nagatsuka Tennis Academy 千葉県

282 鈴⽊ 央祐 宮の森SC 北海道

283 鈴⽊ 海広 JITC 東京都

284 鈴⽊ 悠介 飯能⾼校 埼⽟県

285 鈴⽊ 真登 テニスクラブNASこしがや 埼⽟県

286 鈴⽊ 太⼀ ⽇本⼤学明誠⾼等学校 東京都

287 鈴⽊ ⿓⽃ vfootwork 東京都

288 鈴⽊ ⼤和 釧路ひぶなテニスクラブ 北海道

289 ⾸藤 柚嬉 SFC 北海道

290 須藤 豪 武蔵⾼等学校 東京都

291 砂川 馨⼀郎 パームインターナショナルテニスアカデミー 神奈川県

292 住野 孝樹 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

293 関 佑⽃ リビエラ逗⼦マリーナテニススクール 神奈川県

294 関⼝ ⼤⼼ あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

295 関⽥ 眞珠 荏原SSC 神奈川県

296 瀬⼾ 佑弥 TOM Tennis Planning 神奈川県

297 添⽥ ⼀慧 東京グリーンヒルズテニスクラブ 東京都

298 外池 智稀 BEAT TENNIS CLUB 神奈川県

299 染野 優作 イラコテニスカレッジ 東京都

300 代島 侑真 YC&AC Junior Tennis Academy 東京都

301 平 祐亮 パブリックテニス宝ヶ池 京都府

302 平 レオン  オリリアス 京王⾚城アカデミー 東京都

303 ⽥岡 ⼤知 チェリーＴＣ 愛知県

304 ⾼城 暖⼈ ウイニングショット 東京都

305 ⾼杉 真司 サレジオ学院⾼校 東京都

306 髙橋 雅也 モリタテニススクール登美丘 ⼤阪府

307 ⾼橋 佑太朗 コパン T・S 滋賀県

308 ⾼橋 凛⽻ 京王⾚城アカデミー 神奈川県

309 ⾼橋 幸佑 TENNIS SUNRISE 東京都

310 ⾼柳 洸成 江坂テニスセンター ⼤阪府

311 ⾼⼭ 俊輝 Team 310V 東京都

312 滝⼝ 亮太 ブリヂストンテニスハウス新所沢 埼⽟県

313 ⽥⼝ ⼤貴 京王⾚城アカデミー 東京都

314 ⽵井 海 ブリヂストンSA久留⽶ 福岡県

315 武⽥ 直樹 ユニバーサルテニススクール南⼤沢 東京都

316 ⽵中 匠 ⼤正セントラル新宿 東京都

317 ⽥坂 優樹 明治⼤学付属明治中学校 東京都

318 ⽥島 響⽣ サレジオ学院⾼校 神奈川県

319 ⽥島 海渡 フミヤテニススクール 東京都

320 ⽥代 修渡 ⽊下庭球塾 佐賀県
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321 ⽥代 隼渡 ⽊下庭球塾 佐賀県

322 伊達 瑛司 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

323 ⽴野 桜成 コナミ品川 東京都

324 ⽥中 淳平 リンクスJTAS 三重県

325 ⽥中 岳太 桜⽥倶楽部 東京都

326 ⽥中 篤⽣ テニスアリーナガーデン 徳島県

327 ⽥中 遼 N-CSP 東京都

328 ⽥中 利旺 フォレストテニスクラブ 埼⽟県

329 ⾕ 光流 武蔵野ドームテニススクール 東京都

330 ⾕⼝ 健⼈ ダイヤモンド・テニスクラブ学園前 京都府

331 ⾕中 開⼈ D-Tennis 神奈川県

332 ⾕本 湧 フミヤエース市川TA 東京都

333 ⽥原 遼太郎 ミナミテニスクラブ 静岡県

334 ⽟熊 将⼤ 葉⼭テニスクラブ 神奈川県

335 ⽥村 仁志 エリステニスクラブ 群⾺県

336 樽床 空 ラスタットテニスクラブ 岡⼭県

337 張 泰良 ⽬⿊テニスクラブ 東京都

338 曹 星晨 北京レインボーテニスガーデン 東京都

339 辻 来知 ⽚⼭学園中学校 富⼭県

340 對⾺ 神威 アクティブ テニス アカデミー 北海道

341 津⽥ 新之助 トータルテニスアカデミー 東京都

342 ⼟⼭ 達也 ⼩松ジュニア ⽯川県

343 堤 隆貴 三重ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 三重県

344 ⾓⽥ 理樹 Team YUKA 神奈川県

345 ⼿塚 祐⿇ 東急あざみ野テニスガーデン 神奈川県

346 寺尾 壮史 狛江インドアATPジュニアチーム 東京都

347 寺⾨ 建 S.I.T.A 埼⽟県

348 寺澤 慶吾 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

349 寺嶋 翼 YSC 神奈川県

350 當仲 優樹 チームZIP 東京都

351 外川 陽太 コートピア⼤泉テニスクラブ 東京都

352 時澤 慶伍 東急あざみ野テニスガーデン 神奈川県

353 鴇⽥ 翔⼤ TENNIS SUNRISE 東京都

354 鴇⽥ 遼⼈ TENNIS SUNRISE 東京都

355 徳丸 佳吾 法政第⼆⾼等学校 神奈川県

356 ⼾⾕ 彩⼈ チェリーテニスクラブ 愛知県

357 轟 佑介 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

358 富澤 昴 毎⽇庭球⽇ 東京都

359 富⽥ 星羅 SSAイザワ 神奈川県

360 豊崎 哲也 松原TC印⻄ 千葉県
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361 豊⽥ ⾵⼈ ⼟浦⽇⼤中等教育学校（⾼校） 茨城県

362 ⿃⼭ 翔 ⾚城アカデミーさくら野⽕⽌ 埼⽟県

363 中 翔太郎 パームインターナショナルテニスアカデミー 神奈川県

364 永井 健太 エスコラピオス学園海星中学校 三重県

365 ⻑岡 拳信 リョーコーテニスクラブ 広島県

366 ⻑岡 錬 伊賀テニスアカデミー 三重県

367 中川 海⾈ ⾃由が丘インターナショナル 東京都

368 中川 就迪 開成⾼校 東京都

369 中嶋 栄⼼ Fテニス 埼⽟県

370 永⽥ 侑也 登⼾サンライズテニスコート 神奈川県

371 永⽥ 和也 ひまわりテニスクラブ 東京都

372 中台 凱翔 志津テニスクラブ 千葉県

373 中⻄ 恭平 北九州ウエスト 福岡県

374 仲野 ⼼ ウイニングショット 東京都

375 ⻑野 亘 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

376 ⻑野 晃⼤ チェリーテニスクラブ 愛知県

377 中原 陽 チェリーテニスクラブ 岡⼭県

378 中廣 勇太 CROSS ROAD 愛知県

379 中前 孝⾄朗 REX KOBE 兵庫県

380 ⻑峯 ⼤揮 ライジングテニスクラブ 北海道

381 中村 颯希 INOテニス ⼭梨県

382 中村 柊翔 INOテニス ⼭梨県

383 中村 修⼤ 湯⼭TS 京都府

384 南雲 優作 Team 310Ｖ 東京都

385 奈良 勇季 たちかわジュニアテニスアカデミー 東京都

386 南部 佑輔 ウィルテニスアカデミー瀬⼾ 愛知県

387 ⻄川 康史 Hills K-Nagatsuka TA 千葉県

388 ⻄嶋 優太朗 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 埼⽟県

389 ⻄端 祥汰 星⽥テニスクラブ ⼤阪府

390 仁島 清嘉 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都

391 ⻄村 星吾 コナミスポーツ 東京都

392 ⻄村 瑛⼈ ACEテニスカンパニー 兵庫県

393 額賀 皓太朗 ノア・インドアステージ国分寺 東京都

394 沼崎 正志 PCAジュニアテニスアカデミー 埼⽟県

395 根⾨ 寿尚 湯⼭泰次TS 京都府

396 根岸 海 京王⾚城アカデミー 東京都

397 野坂 条 ファンキーテニスアカデミー 秋⽥県

398 野坂 迅 ファンキーテニスアカデミー 秋⽥県

399 野坂 郷 ファンキーテニスアカデミー 秋⽥県

400 野⽥ ⼀成 上野⼭テニススクール 群⾺県
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401 パウリ レオン K-Powersﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰﾏｰﾄﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 神奈川県

402 芳賀 優樹 浦和学院⾼校 神奈川県

403 袴塚 渉 法政⼤学第⼆⾼等学校 東京都

404 萩 栄⽃ TENNIS SUNRISE 東京都

405 萩原 真⽣ IWK TENNIS MANAGEMENT 神奈川県

406 橋⼝ 空弥 Tension 広島県

407 橋本 宇弘 ⾼崎テニスクラブ 群⾺県

408 橋本 真⼀ アイテニスクラブ ⼤阪府

409 橋本 洸⽮ 津⽥学園中学校 三重県

410 ⽻⾓ 修哉 東急あざみ野テニスガーデン 神奈川県

411 畠⼭ 知 まつぞのSC 岩⼿県

412 服部 ⼀慧 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

413 服部 紀之 パーム･インターナショナル･テニス･アカデミー 神奈川県

414 服部 賢⼈ ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

415 初⾕ 颯太 コナミ 東京都

416 花原 智輝 ジュンレオTA 神奈川県

417 ⽻⽣ 伊織 ファーイーストJrTA 神奈川県

418 ⾺場 葵平 ビッグK 東京都

419 ⾺場 拓海 京王⾚城アカデミー 東京都

420 濱⼝ 晴琉 A･CUBE ⼤阪府

421 浜⼝ 創 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

422 浜本 直弥 TENNIS SUPPORT 梅塾 ⼤阪府

423 早川 登真 京王⾚城アカデミー 東京都

424 林 穂⾼ ユニバーサルテニススクール南⼤沢 東京都

425 林 陸樹 東⼾塚松原テニススクール 神奈川県

426 林 明利 WiM岐⾩ 岐⾩県

427 原 穣太朗 ⼤正セントラルテニスクラブ⽬⽩ 東京都

428 原 康⼤ N・CSP 東京都

429 原 ⽇向 サレジオ学院 神奈川県

430 原⽥ 侑宜 三重グリーンテニスクラブ 三重県

431 原⽥ 豪太 IHSM綾瀬 神奈川県

432 原⽥ 絃多 ビッグK 東京都

433 播磨 慧伍 京王⾚城アカデミー 東京都

434 半⾕ 旭⾶ たちかわJTA 東京都

435 樋⼝ 葵伊 楠クラブ 千葉県

436 久冨 ⻯聖 京王⾚城アカデミー 神奈川県

437 ⼈⾒ 快 Ｋテニススクール 神奈川県

438 廣瀬 礼於 東京都市⼤学付属中学校 神奈川県

439 傅 仰旻 レテテニススクール 東京都

440 深井 唯貴 ISHII TENNIS ACADEMY ⼭梨県
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441 深瀬 直⽣ あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

442 深町 優⽃ ⻯南テニスクラブ 静岡県

443 福島 奎汰 フミヤエース市川 東京都

444 福⽥ 航 京王⾚城アカデミー 東京都

445 福森 功⼀郎 ⻑崎ゼロックステニスクラブ ⻑崎県

446 藤井 ⼤暉 阪急⼤井町テニス＆ゴルフスクール 東京都

447 藤⽥ 瑛志 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

448 藤⽥ 哲平 ⻄武ドームテニスコート 東京都

449 藤由 蓮⽮ アクロステニスアカデミー 埼⽟県

450 藤原 智也 さん城陽 京都府

451 藤原 陸 やすいそ庭球部・⼭⼝ ⼭⼝県

452 プラント ノア 泉パークタウンテニスクラブ 宮城県

453 古⽥ 真周 学習院中等科 東京都

454 法華津 光 ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

455 細川 暖⽣ 京王⾚城アカデミー 東京都

456 堀池 哲平 パワーテニスパーク 神奈川県

457 堀内 海地 ⼤正セントラルテニスクラブ⽬⽩ 東京都

458 堀内 裕美 ⽟川学園 神奈川県

459 堀江 悠⽃ プロフェッショナルテニススクール 神奈川県

460 堀江 泰⽣ プロフェッショナルテニススクール 神奈川県

461 堀江 ⼀輝 N・CSP 東京都

462 本⽥ 知恩 宮崎シーガイアジュニアアカデミー 宮崎県

463 本⽥ 尚也 サトウGTC 栃⽊県

464 前川 優守 テニスクラブNASサンマルシェ 愛知県

465 前⽥ 透空 TTC（吉⽥記念テニス研修センター） 千葉県

466 前⼭ 佑太 ⽊下庭球塾 佐賀県

467 真壁 優輔 桜⽥倶楽部 東京都

468 増泉 勇⽃ ⽴正⾼校 東京都

469 増喜 ⼤地 ⽴教池袋⾼等学校 埼⽟県

470 増⽥ 悠⼈ あざみ野ローンテニスチーム 東京都

471 増⽥ 海⽃ 昭和の森ジュニアテニススクール 東京都

472 町中 誠 YSC 神奈川県

473 松浦 麟太郎 ⻘葉台ローンテニスクラブ 神奈川県

474 松岡 輝 K-Powersテニスアカデミーマートテニスガーデン 神奈川県

475 松岡 健 K-Powersテニスアカデミーマートテニスガーデン 神奈川県

476 松岡 良佑 東京ＪＴＴＣ 東京都

477 松岡 隼 荏原SSC 神奈川県

478 松坂 拓紀 ＧＡＳＣ  ＴＴ 福島県

479 松崎 稜太朗 KCJTA 茨城県

480 松崎 幹尚 MIRAI TENNIS ACADEMY 神奈川県
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481 松⽥ ⼀優 覚王⼭テニスクラブ 愛知県

482 松永 順平 テニスゼロ和光 埼⽟県

483 松村 怜 あおやま庭球塾 静岡県

484 松本 煌輝 たちかわJTA 東京都

485 松本 薫 テニスパーク 北海道

486 松本 澪 リーファインターナショナルテニスアカデミー 神奈川県

487 ⾺渕 逸希 ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

488 丸井 優希 茨⽊テニスクラブ 愛知県

489 三浦 怜央 More-tennis 宮城県

490 三⽊ 捷照 TEAM KOMADA 愛知県

491 ⽔越 太⼀ Ｙ´ｓ Ｊｒ ⽯川県

492 ⽔主 弦 昭和の森JTS 東京都

493 三⾓ 理旺 Hills K-Nagatsuka TA 千葉県

494 溝⼝ 昌幸 たちかわJTA 東京都

495 三⾕ 将就 テニスカレッジ やよい台 神奈川県

496 光永 悠太 チームZIP 神奈川県

497 三林 亮太 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

498 皆川 将毅 ノア・インドアステージ国分寺 東京都

499 南 ⼤⼆朗 東京都テニス協会 東京都

500 三村 夏偉 TENNIS SUNRISE 東京都

501 宮上 純 ケンウッドテニスクラブ 神奈川県

502 三宅 皐太 エムズTP 宮城県

503 三宅 慶尭 IWK TENNIS MANAGEMENT 神奈川県

504 三宅 慶旺 GODAIテニスカレッジ 神奈川県

505 三宅 凌平 TEAM KOMADA 愛知県

506 宮崎 太郎 K-Powersテニスアカデミーマートテニスガーデン 神奈川県

507 宮崎 経 TEAM   KOMADA 愛知県

508 宮崎 涼太 オリンピアSC 三重県

509 宮崎 ⼣輝 昭和の森ジュニアテニススクール 東京都

510 宮崎 東洋 ＴEAM   ＫＯＭＡＤＡ 愛知県

511 宮澤 玲⼆ ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

512 宮⽥ 康太郎 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

513 宮⽥ 陸 グランディールテニスクラブ 福岡県

514 宮武 佑汰 宮の森SC 北海道

515 ミラー 栄典 ⾼井⼾ダイヤモンドフミヤTS 東京都

516 村上 悠 テニスパーク 北海道

517 村瀬 陽太郎 ⼤正セントラルテニスクラブ⽬⽩ 東京都

518 村⽥ 智哉 トップラン 兵庫県

519 室橋 涼⾵ ⽻村⾼校 東京都

520 ⽂ 陽和 VIP TENIS アカデミー 東京都
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521 望⽉ 智樹 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都

522 森 広樹 アップデイト ⾹川県

523 森 唯吏磨 ウイング ウエスト校 北海道

524 森 勇輝 アップデイト ⾹川県

525 モリ 誠也 ⼤正セントラル⽬⽩ 東京都

526 森下 滉司 VIP TENNIS ACADEMY 東京都

527 森下 桐⾐ パブリック宝ヶ池 京都府

528 森⽥ ⻯ノ介 コパンT・S 滋賀県

529 森⽥ 真ノ介 コパンT・S 滋賀県

530 森⽥ 悠仁 リビエラ逗⼦マリーナテニススクール 神奈川県

531 森⽥ 泳志 コナミスポーツクラブ海⽼名 神奈川県

532 森本 碧瑛 TOM tennis planning 神奈川県

533 ⽮⼝ 創太 たちかわJTA 東京都

534 安⽥ 光 TSO 茨城県

535 安⽥ 稜 ワールドテニスクラブ 神奈川県

536 ヤズダンドウストー アルティン 荏原SSC 神奈川県

537 ⾕城 凜久 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都

538 柳澤 春琉 桜⽥倶楽部 東京都

539 ⽮野 優考 ＴＣ⼤井ファミリー 埼⽟県

540 ⽮野 ⿓雅 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

541 ⽮作 瑠維 松原TC印⻄ 千葉県

542 ⼋尋 功資 TEAM YONEZAWA 神奈川県

543 ⼭川 倖平 KION千葉 東京都

544 ⼭川 颯吾 セントラルウェルネスクラブ住ノ江 ⼤阪府

545 ⼭⼝ 雄⼤ HIDE TA 岐⾩県

546 ⼭⼝ 和也 ZONE 広島県

547 ⼭下 真優 Ａｎｇｅ 京都府

548 ⼭⽥ 凱⽃ 東京成徳⼤学⾼等学校 東京都

549 ⼭⽥ 哲也 法政⼤学第⼆⾼等学校 東京都

550 ⼭⽥ 宏平 pal Tennis 東京都

551 ⼭中 朝陽 鈴⿅ジュニアチーム 三重県

552 ⼭本 悠太 ウイング 北海道

553 ⼭本 翔太郎 Ｆテニス 埼⽟県

554 ⼭本 拓 K-powers テニスアカデミー マートテニスガーデン校 神奈川県

555 ⼭本 佳 K-powers テニスアカデミー マートテニスガーデン校 神奈川県

556 ⼭本 律 TAI Tennis School 東京都

557 ⼭本 丈太 暁星国際⾼等学校 東京都

558 ⼭本 ⼀輝 松原TC印⻄ 千葉県

559 ⼭本 遼 TEAM LINKS 東京都

560 ⼭本 秀 TAI Tennis School 東京都
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561 結城 ⽃真 鵠沼平本ガーデンコート 神奈川県

562 遊川 ⼤和 TENNIS SUPPORT 梅塾 ⼤阪府

563 横尾 怜和 アクロス⼾⽥インドアテニスクラブ 埼⽟県

564 横⽥ 啓佑 クリエイトTA 東京都

565 横野 悠輝 チームZIP 東京都

566 横⼭ 海翔 ⼤島フラワーテニスガーデン 神奈川県

567 吉井 ⼤樹 グリーンエイトTS 東京都

568 吉江 陽成 VIP TENNIS ACADEMY 東京都

569 吉岡 宗佑 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

570 吉崎 隆成 ダイヤモンドテニスクラブ 奈良県

571 吉⽥ 新 N o a h I.S⻄宮 兵庫県

572 吉⽥ 貴史 佐鳴台ローンテニスクラブ 静岡県

573 吉⽥ 聡太 エストテニスクラブ ⼭梨県

574 吉武 真輝 グローバルアリーナテニスクラブ 福岡県

575 吉村 直記 神の倉E.N.Y. 愛知県

576 義基 耀 三重グリーンTC 三重県

577 ⽶⼭ 好紀 エストテニスクラブ ⼭梨県

578 ⽶⼭ 剛志 オールサムズテニスクラブ 千葉県

579 ⼒徳 暖 YC&AC Junior Tennis Academy 神奈川県

580 若尾 颯⾺ ALWAYS TENNIS SCHOOL 埼⽟県

581 若松 翼 N.Tennis Academy 愛知県

582 和⽥ 英将 早稲⽥実業学校⾼等部 東京都

583 和⽥ 耀平 アウリンテニスクラブ 栃⽊県

584 渡邊 脩真 ラスタットTC 岡⼭県

585 渡辺 謙志郎 敦賀気⽐ＴＴＣ 福井県

586 渡邊 颯真 ラスタットTC 岡⼭県

587 渡辺 直⽣ ダイヤモンドテニスクラブ学園前 奈良県

588 渡辺 慶太朗 ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

589 渡邉 拓⼰ 関⻄テニス協会 和歌⼭県

590 渡邉 琉晟 ⻘葉台ローンテニスクラブ 東京都

591 渡邊 来翔 釧路ひぶなテニスクラブ 北海道

592 渡辺 雄⼤ 愛知中学 愛知県

593 渡部 陽向太 ⻘葉台ローンテニスクラブ 神奈川県

594 姜福⺠ 海外 中国

595 李宗善 海外 中国

596 孙嘉名 海外 中国

597 卓重佑 海外 中国

598 白若实 海外 中国
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1 ⻘⽊ 舞帆 桜⽥倶楽部 東京都

2 ⻘⽊ 彩夏 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

3 ⾚川 央 signsjam 神奈川県

4 ⾚松 果林 ＫＣＪテニスアカデミー 茨城県

5 明場 凛 YSC 神奈川県

6 朝井 奈津⼦ エバーグリーン テニスフォレスト横浜 東京都

7 愛宕 咲乃 ⾼輪テニスセンター 東京都

8 阿出川 暖乃 東京JTTC 東京都

9 ⽳⽔ 姫奈乃 ISHII TENNIS ACADEMY ⼭梨県

10 阿部 叶実 京王⾚城アカデミー 東京都

11 天沼 礼 ⼩⾦井第⼀中学 東京都

12 天野 葉⽉ 東京JTTC 東京都

13 網⽥ 永遠希 ラスタットTC 岡⼭県

14 荒⽊ もな ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

15 飯島 菜穂 市川⾼校 千葉県

16 飯⽥ 柊花 ⾃由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

17 伊尾 穂夏 たちかわJTA 東京都

18 五⼗嵐 凜 関スポーツ塾・T 岐⾩県

19 ⽣⽥ 華実 たちかわJTA 東京都

20 井⼝ 紬 TENNIS SUNRISE 東京都

21 池⽥ 樹花 アクティブテニスアカデミー 北海道

22 池⽥ 奈菜⼦ 殿⼭テニスガーデン 千葉県

23 池⽻ 沙藍 蓮⽥グリーンテニス 埼⽟県

24 池⾕ ⽉花 ブレスパティオテニスクラブ 静岡県

25 ⽯井 絢 RIVER 栃⽊県

26 ⽯井 さやか 東京都テニス協会 東京都

27 ⽯崎 菜々恵 リビエラ逗⼦マリーナテニススクール 神奈川県

28 ⽯⽥ 真⼦ テニスハレ⼤宮 埼⽟県

29 ⽯橋 真理愛 SSAレニックス 神奈川県

30 磯⼭ 藍花 ハロースポーツＴＳ 京都府

31 市川 桃⼦ Team310V 東京都

32 市川 結⼦ あおやま庭球塾 静岡県

33 井⼿ 彩⽮佳 エスタ ITS 福岡県

34 伊東 磨希 U.T.PあたごTC 東京都

35 伊東 杏菜 毎⽇庭球⽇ 東京都

36 ⽷⼭ 菜緒 GCSアカデミー 佐賀県

37 稲飯 まこ テニスプラザ尼崎 兵庫県

38 今井 もも Team310V 東京都

39 今泉 優希 武蔵野ドームテニススクール 東京都

40 今村 咲 京都東⼭テニスクラブ 京都府
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41 岩佐 優⾹ ビックKテニス 東京都

42 岩佐 菜々⼼ たちかわジュニアテニスアカデミー 東京都

43 岩佐 南美 たちかわジュニアテニスアカデミー 東京都

44 岩﨑 りら 東急あざみ野テニスガーデン 神奈川県

45 岩中 暮⾥ グランディールテニスクラブ 福岡県

46 岩本 杏奈 ⾦沢中学校 神奈川県

47 梅國 莉⾳⼦ 与野テニスクラブ 埼⽟県

48 梅⽥ 萌果 クラージュＴＳ 熊本県

49 江藤 璃沙 テニスラウンジ 愛知県

50 厳 惟⽉ サムライテニス 東京都

51 遠藤 春希 ⽇本⼤学東北⾼等学校 福島県

52 ⼤井 菜央 Team310v 東京都

53 太⽥ 貴⼦ 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都

54 ⼤⽥ ⿇⾐⼦ MSサウサリート 兵庫県

55 ⼤⽥ 春菜 東急あざみ野ＴＧ 神奈川県

56 ⼤橋 美⾳ 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

57 ⼤間知 さら 登⼾サンライズテニスコート 東京都

58 ⼤森 晴 宮の森SC 北海道

59 ⼤⼭ 華歩 モリタテニススクール千⾥アクア ⼤阪府

60 ⼤脇 結⾐ たちかわJTA 東京都

61 岡崎 雪乃 Ａｎｇｅ ⼭形県

62 ⼩鴨 愛可 エムズテニスパーク 宮城県

63 奥⽥ らら ⼭脇学園中学校 東京都

64 奥野 柚来 ダイヤモンドＴＣ学園前 奈良県

65 ⼩⿊ 江莉果 聖霊⾼校 愛知県

66 奥脇 莉⾳ Fテニス 埼⽟県

67 奥脇 愛莉 Fテニス 埼⽟県

68 尾崎 ひかり LYNX Tennis Academy ⼤阪府

69 ⼩副川 莉桜 オールサムズテニスクラブ 千葉県

70 ⼩⽥部 奈央 TEAM HONGO 東京都

71 ⼩野 芽⾐美 杉⽥ゴルフ場テニスコート 神奈川県

72 ⼩野沢 美優 ファーイーストJr.TA 神奈川県

73 尾⼭ 凜花 モリタテニススクール千⾥アクア ⼤阪府

74 甲斐 優花 CROSS ROAD 愛知県

75 柿澤 りん U.T.PあたごTC 埼⽟県

76 影⼭ 海結 狛江インドアジュニアATPチーム 神奈川県

77 河⻄ 華⼦ 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都

78 笠原 あすか ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 埼⽟県

79 春⽇ ⽇奈⼦ ⻄武ドームテニスコート 東京都

80 加藤 穂乃実 ⼤磯テニスアカデミー 神奈川県
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81 加藤 ⼼⾳ レッツインドア若葉台 東京都

82 ⾨脇 ⿇⾥ マキシマムスポーツマインド 神奈川県

83 ⾦井 美優 SFC 北海道

84 兼⽥ 若奈 ハッピーテニスクラブ 徳島県

85 ⾦巻 知⾥ 葉⼭テニスクラブ 神奈川県

86 ⾦丸 ⽇菜⼦ あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

87 神尾 優 狛江インドアジュニアATPチーム 神奈川県

88 神⼭ 優 湘南ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 神奈川県

89 加茂 千弦 Tennis-Peakbal 東京都

90 嘉⾨ 紅⾳ Team  REC 東京都

91 唐澤 杏幸 荒神⼭テニススクール ⻑野県

92 川出 晶葉 鈴⿅ジュニアチーム 三重県

93 川出 帆乃佳 鈴⿅ジュニアチーム 三重県

94 神⿃ ひかる ロングウッド 愛知県

95 菅野 真緒 宮の森スポーツ倶楽部 北海道

96 紀伊 璃⾳ KION千葉 東京都

97 菊嶋 梨⾹⼦ IHSMテニスガーデン綾瀬 神奈川県

98 菊地 紗加 サン城陽テニスクラブ 京都府

99 北川 佳奈 京王⾚城アカデミー 東京都

100 北島 維恩 緑ケ丘テニスガーデン 東京都

101 北原 結乃 Team YUKA 神奈川県

102 ⽊塚 有映 たちかわJTA 東京都

103 ⽊下 晴結 ⾹⾥グリーンテニスクラブ ⼤阪府

104 ⽊村 希 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

105 久野 珠典 Team REC 東京都

106 熊⾕ 帆夏 さくらテニスクラブ 静岡県

107 久⽶ くらら 佐鳴台ローンテニスクラブ 静岡県

108 久⽶ 杏奈 ひろせテニススクール 東京都

109 ⿊岩 菜々花 ウイング 北海道

110 ⿊⽊ 思歩 ⾼井⼾ダイヤモンドフミヤTS 東京都

111 クロスリー 真優 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

112 ⿊⽥ 結⽣ TC⼤井ファミリー 埼⽟県

113 桑原 葵 都⽴板橋⾼等学校 東京都

114 ⼩池 ⼼⾳ ラック相模原テニスガーデン 神奈川県

115 ⼩枝 凛⾹ Ange 京都府

116 ⼩島 陽菜 たちかわJTA 東京都

117 ⼩嶋 遥夏 ロイヤルSCTC 埼⽟県

118 ⼩島 侑果 たちかわJTA 東京都

119 ⼩⾼ 未織 昭和の森ジュニアテニススクール 東京都

120 ⼩⻄ 絢⼦ サン城陽ＴＣ 京都府
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121 ⼩⻄ 優奈 神奈中テニススクール 神奈川県

122 ⼩林 花 京王⾚城アカデミー 東京都

123 ⼩林 千陽 ビッグK 東京都

124 駒⽥ 光⾳ TEAM KOMADA 愛知県

125 菰⽅ ⾥菜 リンクスJTAS 三重県

126 薦⽥ 怜奈 東邦⼤学付属東邦⾼等学校 千葉県

127 ⻫藤 双葉 ⾐浦マリンテニスクラブ 愛知県

128 境井 ⽇菜 荏原SSC 神奈川県

129 坂⼝ 百々恵 コスパ光明池テニスガーデン 兵庫県

130 櫻⽥ しずか アクトスポーツクラブ 静岡県

131 佐々⽊ ⼼楓 毎⽇庭球⽇ 東京都

132 佐藤 弘夏 桜⽥倶楽部 東京都

133 佐藤 花⾳ 宮の森ＳＣ 北海道

134 佐藤 綾⾹ 町⽥ローンテニスクラブ 東京都

135 佐藤 優芽 たちかわジュニアテニスアカデミー 東京都

136 重⽥ 夢亜 与野テニスクラブ 埼⽟県

137 繁益 春⾳ パブリックテニス洛⻄ 京都府

138 篠原 まりか 東京都テニス協会 東京都

139 澁⾕ 彩瑛 ⼤正セントラル 東京都

140 澁⾕ 梨紗 ⼤正セントラル 東京都

141 嶋⽥ 有紗 ⼤正セントラルテニスクラブ⽬⽩ 東京都

142 島⽥ 理恋 ウイング 北海道

143 清⽔ 真央 油⼭テニスクラブ 福岡県

144 清⽔ 菜々海 桜⽥倶楽部MTSジュニアアカデミー 東京都

145 霜⽥ 莉央 ウィニングショット 東京都

146 ⽩井 陽⼦ JITC 東京都

147 杉浦 望花 ⾦町インターナショナルテニスアカデミー 東京都

148 杉村 優⽉ 桑名テニスアカデミー 三重県

149 鈴⽊ 琴⾳ アミティーテニススクール 神奈川県

150 鈴⽊ 桜⼦ 城南学園 ⼤阪府

151 須藤 さくら TENNIS SUNRISE 東京都

152 関下 弥優 トータルテニスアカデミー 東京都

153 仙波 美⽉ 昭和の森ジュニアテニススクール 東京都

154 添⽥ ゆう 厚⽊国際テニスクラブ 神奈川県

155 外池 明梨 BEAT TENNIS CLUB 神奈川県

156 曽根 つばさ ISHII T.A ⼭梨県

157 園部 ⼋奏 与野テニスクラブ 埼⽟県

158 ⾼城 ⼼暖 ウイニングショット 東京都

159 ⾼島 菜⽉ あけぼのTC 北海道

160 ⾼⼭ 揺 ダイヤモンドテニスクラブ学園前 奈良県
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161 財部 友⾥ テニスプラザ尼崎 兵庫県

162 瀧⼝ 美優 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

163 ⽥⼝ 皆実 京王⾚城アカデミー 東京都

164 武内 加奈⼦ 九段中等教育学校（⾼校） 東京都

165 ⽵川 果⾳ 宮の森ＳＣ 北海道

166 ⽥島 楓 TEAM YONEZAWA 東京都

167 多⽥ 楓 吉⽥記念テニス研修センター 千葉県

168 ⽥中 楓 ウイング 北海道

169 ⽥中 ⽇和 Team YUKA 東京都

170 ⽥中 春侑 Team310V 東京都

171 ⾕⼝ 桃仁⾹ 武蔵野ドームテニススクール 東京都

172 ⽟⽊ 由梨 町⽥ローンテニスクラブ 東京都

173 ⽥⾢ 来未 TENNIS SUPPORT 梅塾"" ⼤阪府

174 保 美優 IHSM綾瀬 神奈川県

175 茅根 もも 橘テニスアカデミー 神奈川県

176 千葉 あさひ リビエラ逗⼦マリーナテニススクール 神奈川県

177 中条 愛海 TEAM KOMADA 愛知県

178 塚原 彩⽇ 四ノ宮TC 滋賀県

179 辻内 未海 ⼩⽥急はたのテニスガーデン 神奈川県

180 辻本 ⽻菜 葉⼭テニスクラブ 神奈川県

181 坪井 花⾳ 町⽥ローンテニスクラブ 東京都

182 テソ 海莉 フリー 神奈川県

183 寺⼭ 由起 ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

184 藤堂 藍 テニスアカデミーSECG 東京都

185 トウンカラー アイシヤトウ 昭和の森ジュニアテニススクール 東京都

186 ⼾⽥ 愛莉 Pal Tennis 千葉県

187 軣⽊ ⾹⾳ テニスアカデミーSECG 東京都

188 豊⽥ 桜⼦ アップデイト ⾹川県

189 永井 花怜 リビエラ逗⼦マリーナテニススクール 神奈川県

190 中尾 凜⾹ ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

191 中久⽊ 陽奈 ニックインドアテニスカレッジ 三重県

192 中島 美夢 ﾓﾘﾀﾃﾆｽ企画 ⼤阪府

193 中島 英 毎⽇庭球⽇ 東京都

194 中島 優希 南⾼校 神奈川県

195 永⽥ 理々⼦ 東京JTTC 東京都

196 永野 美嘉 Team YUKA 神奈川県

197 中林 ゆい VIP TENNIS ACADEMY 東京都

198 中村 陽南 ニッケコルトンTG 千葉県

199 中村 理花 アクロステニスアカデミー 埼⽟県

200 名⼦ 鈴花 KJTC 福島県
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201 成⽥ 百那 佐々ＪＴＳ 愛知県

202 鳴島 未夢 たちかわジュニアテニスアカデミー 東京都

203 ⻄ ⾶奈 昭和の森JTS 東京都

204 ⻄尾 萌々⼦ パブリックテニス洛⻄ 京都府

205 ⻄村 佳世 神⼾ローンテニス倶楽部 兵庫県

206 ⼆宮 茉⼦ 佐鳴台ローンテニスクラブ 静岡県

207 野村 美晴 ITCうつぼテニススクール ⼤阪府

208 萩原 渚⽉ 荏原SSC 神奈川県

209 ⻑⾕川 柚希 ⼤正セントラル⽬⽩ 東京都

210 畑⽥ 優奈 ドリームTS 福岡県

211 畑⽥ こころ 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

212 ⾺場 アリーチェ あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

213 浜崎 莉奈 セブンカルチャークラブ相模原 神奈川県

214 早川 楓夏 ＩＳＨＩＩ ＴＥＮＮＩＳ ＡＣＡＤＥＭＹ ⼭梨県

215 林 妃鞠 リンクスＪＴＡＳ 三重県

216 林 優実奈 ⼩松ジュニア ⽯川県

217 原 明⽇美 橘学苑中学校 神奈川県

218 畭 凛花 江坂テニスセンター ⼤阪府

219 東浦 彩瑛 サン城陽TC 京都府

220 平川 涼⼦ IWK TENNIS MANAGEMENT 神奈川県

221 平野 友⾥菜 Hills K-Nagatsuka Tennis Academy 千葉県

222 平⼭ ⾹純 TOP・TENNIS 東京都

223 廣島 莉⼦ 昭和の森ＪＴＳ 東京都

224 深尾 梨未 HIDEテニスアカデミー 岐⾩県

225 福川 凜 ジュンレオＴＡ 神奈川県

226 福⽥ 千優 S.I.T.A 埼⽟県

227 福原 ⿇尋 CLOVER TENNS ACADEMY 神奈川県

228 藤井 愛瑠 ミズノテニススクール坂⼾ 埼⽟県

229 藤井 麗乃 サウサリート ミズノテニススクール 兵庫県

230 藤⽥ 佳乃 ⾹⾥グリーンテニスクラブ ⼤阪府

231 藤⽥ 華凛 ⻄武ドームテニスコート 東京都

232 藤永 笑⼦ ⻑崎ゼロックステニスクラブ ⻑崎県

233 藤縄 夏海 ビックK 東京都

234 ⼆⾒ 優⽔ ジュンレオTA 神奈川県

235 古正 かなみ ⼤磯テニスアカデミー 神奈川県

236 Berezov Anastasia ももこ 海外 東京都

237 星 奈々⼦ 神奈川県テニス協会 神奈川県

238 堀 陽菜⼦ 毎⽇庭球⽇ 東京都

239 堀内 真帆 コートピア⼤泉テニスクラブ 東京都

240 前川 名⽉実 霧が丘アップテニスアカデミー 神奈川県



※2016年2⽉1⽇〜2016年12⽉31⽇⼤会 （2015年度延期⼤会含む）

241 松井 絵磨 TAI Tennis School 東京都

242 松尾 美空 武蔵野テニスシティー 東京都

243 松尾 陽歩 Hills K-Nagatsuka Tennis Academy 千葉県

244 松岡 杏樹 SEEDテニスクラブ 埼⽟県

245 松倉 寧⾳ ダイヤモンドＴＣ学園前 奈良県

246 松⽥ ⿇央 KATSU TC 三重県

247 松本 萌恵 ウイング 北海道

248 間宮 万結 hideテニスアカデミー 岐⾩県

249 丸⼭ 愛以 ロングウッド 愛知県

250 三浦 莉奈 京王⾚城アカデミー 東京都

251 三浦 奈々 More-tennis 宮城県

252 三浦 杏花 名古屋GTC 愛知県

253 ⽔⾕ 梨紗⼦ 武蔵野ドームテニススクール 東京都

254 溝⼝ 英蘭 成瀬中学校 神奈川県

255 溝辺 真央 六甲アイランドテニススクール 兵庫県

256 ⽔⼝ 雅宥⼦ アクトスポーツクラブ 静岡県

257 宮内 汐夏 SSAレニックス 神奈川県

258 宮下 智華 アクロステニスアカデミー 埼⽟県

259 宮⽥ 萌芳 Team REC 東京都

260 宮地 蘭 ビッグＫテニス 神奈川県

261 武藤 ⾥菜 麗澤中学校 千葉県

262 村井 柚⼦⾹ さくらテニスクラブ 静岡県

263 村岡 優萌 与野テニスクラブ 埼⽟県

264 村⼭ 瑞紀 SHOW.T.P 神奈川県

265 室⼭ 愛⼦ ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

266 ⽬次 結⾹ 伊賀TA 三重県

267 ⽑利 空 ブライトテニスセンター 福岡県

268 森 百花 たけがわ 愛知県

269 森⽥ 実来 モリタテニス企画 ⼤阪府

270 森⽥ 彩来 トップランテニスカレッジ 兵庫県

271 森村 碧 湯⼭TS 京都府

272 ⼭倉 実桜 ウイニングショット 東京都

273 ⼭嵜 さくら ｍ＆ｍJTA ⻑野県

274 ⼭下 美⽉ タック桃⼭ ⼤阪府

275 ⼭⽥ 理莉⼦ ビッグK 東京都

276 ⼭野 凜 葉⼭テニスクラブ 神奈川県

277 ⼭本 未来 テニスラウンジ 愛知県

278 湯浅 葉⽉ 鈴⿅ジュニア 三重県

279 横⽥ 唯 K-powersテニスアカデミーマートテニスガーデン 神奈川県

280 横溝 瞳⼦ 橘テニスアカデミー 神奈川県
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281 吉岡 希紗 四⽇市商業⾼校 三重県

282 吉岡 あい 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

283 吉川 ひかる リビエラ逗⼦マリーナテニススクール 神奈川県

284 吉⽥ 琴美 TEAM KOMADA 愛知県

285 吉⽥ 琴⾳ むさしの村ローンテニスクラブ 埼⽟県

286 吉⽥ 伊織 むさしの村ローンテニスクラブ 埼⽟県

287 吉⽥ ⾥奈 ⽴正⾼校 東京都

288 吉⽥ 有沙 グリーンテニスプラザ 東京都

289 ラーマン 杏奈 ⾃由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

290 若杉 沙羅 ＶＩＰ ＴＥＮＮＩＳ ＡＣＡＤＥＭＹ 東京都

291 渡辺 涼⾹ Team YUKA 神奈川県

292 渡邉 菜優 ⼤磯テニスアカデミー 神奈川県

293 渡邊 多笑 everyTC 岡⼭県

294 渡邉 菜央 マリンブルーTS 新潟県

295 渡辺 実⽉ パブリック宝ヶ池 京都府

296 渡辺 愛彩 エストテニスクラブ ⼭梨県

297 渡辺 詩織 エストテニスクラブ ⼭梨県

298 任钰菲 海外 中国

299 秦⻄ 海外 中国

300 ⽥⽅然 海外 中国

301 王乔朵朵 海外 中国


