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選手名 所属名 都道府県
相川 侑介 堀越高校 神奈川県
相原 綾介 武蔵野ドームテニススクール 東京都
相原 一樹 サトウGTC 栃木県
青木 一晟 荏原SSC 神奈川県
青木 涼太 開成グリーンテニスクラブ 神奈川県
秋葉 太朗 VIP TENNIS ACADEMY 東京都
秋山 莉久 アクトスポーツクラブ 静岡県
浅海 東吾 PCAジュニアテニスアカデミー 埼玉県
東 竜平 鶴来ジュニアテニスクラブ 石川県
阿多 竜也 福岡パシフィック 福岡県
安達 多紀 GSTA　 東京都
安達 丈 登戸サンライズテニスコート 神奈川県
阿出川 幹也 REC興発 東京都
阿原 直也 ニッケコルトンテニスガーデン 千葉県
鐙 健吾 ファンキーTA 秋田県
新居 岳士 BUZZテニスアカデミー 香川県
新井 浩次郎 与野テニスクラブ 埼玉県
新井 駿太郎 三芳ジュニアテニスアカデミー 埼玉県
新垣 礼斗 Fテニス 埼玉県
荒木 直斗 TEAM　ＳＴＵＦＦ 大阪府
在原 迅人 ブリヂストンテニスハウス八王子 東京都
有本 響 シンズあざみ野テニスチーム 神奈川県
安藤 洋祐 高島第二中学校 東京都
安藤 正也 桐蔭学園高校 神奈川県
飯田 拓弥 コナミスポーツ 東京都
飯田 翔 Team104 茨城県
飯塚 陽貴 m&m JTA 長野県
飯村 大也 吉田記念テニス研修センター 千葉県
五十嵐 大翔 E   SSC 神奈川県
五十嵐 航輝 チームZIP 東京都
伊串 典峰 三和テニススクール 岐阜県
井口 瑛心 Tennis-Jaran 滋賀県
池田 笑生 池村プロテニス塾 新潟県
池田 翔 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
池田 純平 成蹊高等学校 埼玉県
石井 優大 チームZIP 神奈川県
石井 大樹 ISHII　TENNIS　ACADEMY 山梨県
石川 大雅 MTSテニスアリーナ三鷹 東京都
石川 竜世 大正セントラルテニスクラブ目白 東京都
石川 真輝 屋島テニスクラブ 香川県
石坂 樹紀 ファーイーストＪｒＴＡ 神奈川県
石塚 友輔 葉山テニスクラブ 神奈川県
石鍋 泰斗 霧が丘テニスクラブ 神奈川県
石橋 想将 巻高校硬式テニス部 新潟県
石原 圭起 NJテニスクラブ 茨城県
五十公野 巧 TC大井ファミリー 埼玉県
磯 裕之介 セサミ 埼玉県
板本 新太 札幌宮の森スポーツクラブ 北海道
市川 豪 Ken's Nagatsuka TA 千葉県
市川 和樹 明石テニス企画 京都府
市川 雄大 ｍ＆ｍＪＴＡ 長野県
市橋 英典 福井ジュニアテニススポーツ少年団 福井県
市原 舜太 足立学園 千葉県
一守 純輝 J.S.S. 東京都
井手 岳彦 成蹊中学校 東京都
伊藤 空央 アクトスポーツクラブ 静岡県
伊東 和輝 チームZIP 東京都
伊藤 宏一郎 立教池袋高等学校 東京都
糸山 隆仁 致遠館高等学校 佐賀県
稲田 幸一郎 福岡パシフィックTA 福岡県
稲原 ジョシュア 京王赤城アカデミー 東京都
稲原 ノア 京王赤城アカデミー 東京都
井上 啓太郎 武蔵野ドームテニススクール 東京都
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井上 翔太郎 コートピア大泉テニスクラブ 東京都
井上 和哉 クリエイトテニスアカデミーＦＴＣ 神奈川県
井上 峻志 同志社中学校 京都府
井上 海吏 東宝調布テニスクラブ 東京都
井上 恵 あいテニスクラブ 東京都
猪股 祐理 宮の森SC 北海道
今塩屋 秀太 シンズあざみ野テニスチーム 神奈川県
今鷹 洸太 小平市テニス協会 東京都
岩城 周 登戸サンライズテニスコート 神奈川県
岩堀 秀憲 ISHII TENNIS ACADEMY 山梨県
岩本 晋之介 ボニートテニスクラブ 島根県
植木 海音 グリーンインドアテニススクール 新潟県
上田 朔 神奈川県テニス協会 神奈川県
植村 裕 丹那テニスクラブ 静岡県
宇佐見 仁彬 聖光学院高等学校 福島県
牛島 悠貴 リエゾンＴＧ 神奈川県
臼井 歩 TENNIS SUNRISE 東京都
臼井 匠 TENNIS SUNRISE 東京都
内田 涼太郎 AIP 神奈川県
内田 渉 川越テニスカレッジ 埼玉県
海野 祥希 八千代ＳＧインドアＴＳ 千葉県
榎本 雄亮 プロフェショナルテニススクール 神奈川県
海老沢 文哉 本郷中学 東京都
海老沼 健一 大正セントラルテニスクラブ目白 東京都
遠藤 出帆 ＫＣＪテニスアカデミー土浦 茨城県
大泉 亨祐 ジュンレオＴＡ 神奈川県
大岩 悠樹 上田スポーツ少年団 長野県
大岡 弘尚 TAI tennis school 東京都
大川 翔吾 鎌倉学園高校 神奈川県
大久保 恵将 CSJつくばテニスガーデン 茨城県
大澤 伊蕗 楠クラブ 千葉県
大島 望 屋島テニスクラブ 香川県
大島 佳宮 グリーンテニスプラザ 埼玉県
應武 瑛佑 成蹊中学 東京都
大塚 雄介 木曽川LTC 愛知県
大野 琢実 ドリームＴＳ 福岡県
大橋 覇王流 チームZIP 神奈川県
大山 郁弥 高輪高校 東京都
岡崎 開 レテ＆トムテニススクール 東京都
岡崎 涼太 三和テニススクール 岐阜県
岡田 勇人 パブリック洛西 京都府
尾方 陸斗 ＲＫＫルーデンステニスクラブ 熊本県
岡部 悠希 たちかわJTA 東京都
岡部 創太 シンズあざみ野テニスチーム 神奈川県
岡部 創太 スポーツゾーンZIP 神奈川県
岡村 拓人 ノア・テニスアカデミー北千里 大阪府
岡村 浩太 鳳凰高校 鹿児島県
岡本 啓太郎 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都
小川 雄大 GATC Jr. 福島県
奥田 多惟良 スポルトテニスアカデミー 愛知県
奥本 尚樹 京王赤城アカデミー 神奈川県
小澤 夏輝 TENNIS SUNRISE 東京都
小田 純慈 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都
小田 悠太 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都
小竹 翔一郎 ＪＩＴＣ 東京都
小谷 海太 佐鳴台ローンテニスクラブ 静岡県
小山 真生 昭和の森ジュニアテニススクール 東京都
折戸 寛紀 ウイング 北海道
鹿川 湧生 Ken's Nagatsuka Tennis Academy 東京都
鹿川 夏生 Ken's Nagatsuka Tennis Academy 東京都
香川 遼太郎 開成グリーンテニスクラブ 神奈川県
賀川 稜太 葉山テニスクラブ 神奈川県
笠原 大司 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都
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鍛冶 理宇 HKTC 東京都
片岡 璃皇 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都
勝島 大地 上越グリーンテニスクラブ 新潟県
勝田 匠 京王赤城アカデミー 東京都
加藤 由基 Y.S.C 神奈川県
加藤 潤 ロイヤルSCTA 千葉県
加藤 晴暉 ひまわりテニスクラブ 東京都
加藤 大地 Ange 北海道
金森 拓仁 アウリンテニスクラブ 栃木県
金子 拓矢 芦屋GTC 兵庫県
金子 綾汰 古河あかやまテニスクラブ 茨城県
金田 諒大 福岡パシフィックテニスアカデミー 福岡県
金丸 陽広 京王赤城アカデミー 東京都
鎌田 大夢 ウイング 北海道
神代 涼雅 与野テニスクラブ 埼玉県
上村 哲平 名経大市邨中 愛知県
神谷 和輝 ＴＣコスパ三国ヶ丘 大阪府
亀本 廉 桜田倶楽部 東京都
香山 豪大 同志社中学校 京都府
川井 涼平 たちかわジュニアTA 東京都
川勝 大煕 リビエラ逗子マリーナテニススクール 神奈川県
川上 舜世 ロイヤルSCTA 東京都
川口 諒 向上高校 神奈川県
川崎 裕毅 TAI Tennis School 東京都
川島 颯 竜美丘テニスクラブ 愛知県
河内 優太郎 町田ローンテニスクラブ 東京都
河野 紘士 和泉テニスクラブ 神奈川県
川村 悠大 ロケーションTS 大分県
川村 優太 Fテニス 埼玉県
川本 尚永 東宝調布テニスアカデミー 東京都
神田 秀慶 大正セントラルテニスクラブ目白 東京都
神田 瑛音 スポーツクリエイトにしこくTS 東京都
神成 啓吾 一筆TC 群馬県
菅野 将大 グリーンアカデミーＴＣジュニア 福島県
神原 碧 楠クラブ 千葉県
菊池 翼 ＤＩＶＯ 福岡県
菊池 晃輔 TAI Tennis School 東京都
北 侑祐 JITC 東京都
北野 裕馬 国学院大学久我山高等学校 東京都
木部 那月 ロブィング 静岡県
木村 優希 京王赤城アカデミー 東京都
日下 甲 YSC 神奈川県
草場 由太郎 ザバススポーツクラブ  金沢八景 神奈川県
葛生 哉汰 むさしの村ローンテニスクラブ 群馬県
工藤 弘基 福岡パシフィックＴＡ 福岡県
工藤 颯人 MTSテニスアリーナ三鷹 東京都
国塩 恵大 チェリーTC 岡山県
国塩 竜光 チェリーTC 岡山県
久野 翔也 京王赤城アカデミー 東京都
久保 和也 PITA 東京都
窪田 緑 ミナミグリーンテニスクラブ 群馬県
熊倉 寛人 ＴＣ大井ファミリー 埼玉県
熊野 啓弥 アップデイト 香川県
久米 虎太朗 Team310V 埼玉県
粂川 達 アウリンＴＣ 栃木県
雲木 翔太 サムライテニス 千葉県
倉嶋 文哉 m&m　JTA 長野県
倉橋 孟甫 チームZIP 神奈川県
倉原 大知 大分スポーツ公園ＴＳ 大分県
倉持 侑希 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都
車田 琉季 美原庭球塾 大阪府
黒澤 陸人 サニーベルテニスクラブ 茨城県
小泉 元 勿来ＳＣ 福島県
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河内 優和 ボニートテニスクラブ 島根県
河野 慎太郎 トマトTC 埼玉県
河野 雅史 筑波大学附属駒場中学校 東京都
河野 慧一朗 トマトTC 埼玉県
小坂 祐生 ロイヤルヒル´81TC 兵庫県
小島 陽貴 葉山テニスクラブ 神奈川県
小平 直紀 明治大学付属明治高等学校 東京都
後藤 宏輔 昭和の森ジュニアテニススクール　 東京都
小林 亘 チームZIP 神奈川県
小林 拓真 油山テニスクラブ 福岡県
小林 季生 ALWAYS TENNIS SCHOOL 埼玉県
駒形 怜哉 シンズあざみ野テニスチーム 東京都
小松 幸平 HKTC 東京都
小松 祐太 荏原SSC 神奈川県
五味 慈恩 チームZIP 神奈川県
小峰 祐輝 クリエイトテニスアカデミーFTC 東京都
米中 海人 町田ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 東京都
小屋 峻祐 明治大学付属明治高等学校 東京都
権藤 卓巳 コナミSC海老名東 神奈川県
今野 剛瑠 ＳＯＴＣ 福島県
齋田 勝利 吉田記念テニス研修センター 千葉県
齋藤 成 葉山テニスクラブ 神奈川県
齊藤 涼馬 誉田テニスクラブ 千葉県
齋藤 国興 駒場東邦 東京都
齋藤 神威 高輪テニスセンター 東京都
斉藤 新 東宝調布テニスアカデミー 東京都
斎藤 有輝 立教新座高校 神奈川県
酒井 来征 TEAM KOMADA 愛知県
坂本 曜隆 ウエストヒルズＪＴ 石川県
桜井 駿 ｍ＆ｍJTA 長野県
櫻田 陽 ヴェルデ 北海道
櫻田 翼 アクトスポーツクラブ 静岡県
佐々木 優 豊中テニスクラブエリートチーム 大阪府
佐々木 健多 品川プリンス 東京都
佐藤 偉 コートピア大泉テニスクラブ 東京都
佐藤 太耀 葉山テニスクラブ 神奈川県
佐藤 一樹 泉パークタウン 宮城県
佐藤 大翔 J.S.S 埼玉県
佐藤 陽 Ｔｅａｍ ３１０Ｖ 東京都
佐藤 宏斗 春里中学校 埼玉県
佐野 有佑 宇都宮テニスクラブ 栃木県
佐保田 拓実 クリエイトテニスアカデミーFTC 神奈川県
塩井 岳 湯山テニススクール 京都府
篠田 悠作 アウリンテニスクラブ 栃木県
柴本 樹 さくらテニスクラブ 静岡県
渋谷 仁 金町インターナショナルTA 東京都
島田 龍門 誉田TC 千葉県
島本 健生 南山国際中学 愛知県
清水 智貴 ウイング 北海道
清水 健二朗 ラ・ポームテニスクリエイト 徳島県
清水 裕貴 ウイング 北海道
清水 七輝 ISHII TENNIS ACADEMY 山梨県
清水 悠太 パブリックテニスイングランド 滋賀県
清水 雄一朗 ラ・ポームテニスクリエイト 徳島県
清水 優真 大磯テニスアカデミー 神奈川県
下瀬 誠希 TTC 千葉県
下村 亮太朗 神奈川県テニス協会 神奈川県
庄子 大慎 コナミスポーツクラブ海老名東 神奈川県
所司 雄大 岡山理科大学附属中学校 岡山県
白鳥 大地 スウィング89 北海道
進藤 大陸 シンズあざみ野テニスチーム 神奈川県
末尾 拓翔 ロイヤルSCテニスクラブ 埼玉県
末田 悠 ブリヂストン久留米 福岡県
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末田 遼 ブリヂストン久留米 福岡県
末次 貴裕 日本大学第三高校 神奈川県
菅谷 拓郎 ニューフロンティアTC 宮城県
菅谷 洋喜 麻布学園中学校 神奈川県
杉沢 慶一 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 神奈川県
杉本 啓尚 オールサムズテニスクラブ 千葉県
杉山 和誠 東海大学菅生中学校 東京都
鈴木 悟 京王赤城アカデミー 東京都
鈴木 秀高 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都
鈴木 晴太 ラフ 大分県
鈴木 一生 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都
鈴木 久統 荏原SSC 神奈川県
鈴木 亮太朗 あけぼのＴＣ 北海道
鈴木 晟士 ラフ 大分県
鈴木 優輔 鎌倉学園 神奈川県
須田 圭亮 高島第二中学 東京都
スタンレイ 一紀 緑ヶ丘テニスガーデン 東京都
須藤 弘稀 ALWAYS TENNIS SCHOOL 千葉県
関口 義基 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都
関根 旺河 昭和の森JTS 東京都
センコフ 健 目黒テニスクラブ 東京都
曽川 大輔 星田テニスクラブ 大阪府
多賀 俊仁 覚王山テニスクラブ 愛知県
高木 凌 さくらテニスクラブ 静岡県
高島 嶺 スウィング89 北海道
高田 瑛介 つくし野テニスカレッジ 神奈川県
高橋 慶行 アウリンﾃﾆｽクラブ 栃木県
田上 倫成 TAI Tennis School 東京都
高見沢 岳飛 クリエイトテニスアカデミーFTC 東京都
高村 烈司 ハロースポーツテニススクエア 大阪府
田口 涼太郎 長崎マルヨシ商会 長崎県
田口 諒 明治大学付属明治高等学校 東京都
武市 元気 立教新座高等学校 東京都
竹内 悠大 チーム　ZIP 神奈川県
竹下 剛生 宮の森スポーツクラブ 北海道
竹下 太翼 J-STAP 東京都
武田 修 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都
武田 祐亮 Team310V 東京都
田島 尚輝 TEAM YONEZAWA 東京都
田島 優和 シンズあざみ野テニスチーム 東京都
多田 怜正 イワキテニススクール 大阪府
田近 風芽 たちかわジュニアTA 東京都
田中 遼 ビッグＫテニス 東京都
田中 瑛大 荏原SSC 神奈川県
田中 篤生 ハッピー 徳島県
田中 智也 神奈中テニスクラブ小田原 神奈川県
田中 修斗 Team.K 兵庫県
田中 秀一朗 立教新座高校 東京都
田辺 健 町田ローンテニスクラブ 東京都
田邊 秀紀 成蹊中学校 東京都
谷 颯太 TEAM YONEZAWA 神奈川県
谷川 陽 桜田倶楽部 東京都
田原 大輔 橘テニスアカデミー 神奈川県
田平 海月 ハロースポーツTS 大阪府
玉置 将悟 Team310V 埼玉県
陳 優輝 ウェルRC 千葉県
塚本 大貴 緑ヶ丘テニスガーデン 東京都
築山 柊哉 パルスポーツ 愛媛県
柘植 幹哉 たちかわジュニアＴＡ 東京都
辻岡 権 ブリヂストンテニスハウス新所沢 埼玉県
津田 光也 クリーンビレッジテニスクラブ 福岡県
津田 新之助 トータルテニスアカデミー 東京都
角田 寛太 サレジオ学院中学校 神奈川県



TOMAS CUP 6th 出場権獲得者リスト（2013年1月末日現在） ※男女別 五十音順

選手名 所属名 都道府県
ＤＩＳＳＡＮＡＹＡＫＥ 玲生 荏原SSC 東京都
手塚 瀬留 Fテニス 埼玉県
寺尾 紘輝 Tennis Bullet 京都府
寺村 拓海 Team 310V 東京都
土居 佑太 マキシマム スポーツ マインド 東京都
遠越 零那 ミヤムラテニスセンター 東京都
外川 陽太 コートピア大泉 東京都
鴇田 遼人 TENNIS SUNRISE 東京都
徳永 大地 パームインターナショナルテニスアカデミー 神奈川県
徳永 幹史 アサヒ緑健久山テニス倶楽部 福岡県
冨田 樹 旭ヶ丘テニスクラブ 岐阜県
冨田 風人 ひまわりテニスクラブ 東京都
富永 直 ドリームＴＳ 福岡県
豊田 隼 星野学園中学校 埼玉県
鳥山 優和 グリーンテニスプラザ 埼玉県
鳥山 翔 グリーンテニスプラザ 埼玉県
Tolstoguzov（T.） Artur 青森山田高校 青森県
中 基 たちかわJTA 東京都
中川 友 YTT Dingles 長崎県
中川 裕太 石井真テニスアカデミー 埼玉県
長久保 孝明 エストテニスクラブ 山梨県
中込 颯馬 ミナミテニスクラブ 静岡県
中島 一徹 ESSC 神奈川県
中田 恭平 TENNIS SUNRISE 東京都
永田 和也 ひまわりテニスクラブ 東京都
中西 康介 三芳ジュニアテニスアカデミー 埼玉県
中西 聖也 サリュートテニス専門学院 東京都
中根 駿也 Fテニス 埼玉県
中根 翔也 Fテニス 埼玉県
中巻 星栄 Masaインドアテニススタジオ 東京都
中村 隼 VIP Tennis Academy 埼玉県
中村 陸 川越テニスカレッジ 埼玉県
中村 太一 J.S.S 東京都
中元 大地 慶應義塾高校 東京都
中谷 心平 山口サングリーンＴＣ 山口県
永山 聖也 リビエラ逗子マリーナテニススクール 神奈川県
名越 大地 MTFジュニア 宮崎県
成田 亮太 埼玉栄高校 埼玉県
鳴戸 雄謙 Ｆテニス 埼玉県
新山 悠永 ウェルネススクエア札幌 北海道
尼寺 悠人 チームZIP 神奈川県
西海 隆太郎 ミヤムラテニスセンター 東京都
西谷 宥祐 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都
西端 祥汰 鶴見緑地M.T.S 大阪府
西村 優大 武蔵野テニスシティ－ 東京都
西村 歩 テニスクラブセブンスリー 京都府
西森 渉馬 瑞光TC 大阪府
貫井 健司 京王赤城アカデミー 東京都
根本 将広 ルネサンス棚倉 福島県
野内 健之介 志津テニスクラブ 千葉県
野口 遥士朗 緑ヶ丘テニスガーデン 東京都
野口 爽太朗 緑ヶ丘テニスガーデン 東京都
野坂 郷 ファンキーテニスアカデミー 秋田県
野村 侑平 たちかわJTA 東京都
野村 京介 VIP TENNIS ACADEMY 東京都
芳賀 優樹 クリエイトテニスアカデミーＦＴＣ 神奈川県
芳賀 寛樹 クリエイトテニスアカデミーＦＴＣ 神奈川県
芳賀 惇平 青葉台ローンＪＴＡ 東京都
萩森 建太 東海大学菅生高等学校中等部 東京都
羽澤 慎治 Ａｄｖａｎｔａｇｅ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｃｌｕｂ 兵庫県
橋本 大都 ＴＣコ･ス･パ三国ヶ丘 大阪府
橋本 諒哉 Ｔｅａｍ　YUKA 神奈川県
長谷川 晋孝 JITC 東京都
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長谷部 達哉 チームZIP 神奈川県
畠山 尚 まつぞのSC 岩手県
畑中 竜馬 ウイング 北海道
畑中 勇輝 三木ロイヤルテニスクラブ 兵庫県
蜂谷 隆史 パームインターナショナルテニスアカデミー 神奈川県
羽生 亜海 ファーイーストＪｒＴＡ 神奈川県
濱砂 辰一 コナミスポーツ狭山 埼玉県
林 一樹 Ti-Cube 茨城県
林 佑樹 葉山テニスクラブ 神奈川県
林 書宇 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都
林 義衡 緑ヶ丘テニスガーデン 東京都
原 大夢 クリエイトテニスアカデミーFTC 神奈川県
原田 悠紀 成蹊高校 東京都
坂野 唯 狛江インドアATPジュニアチーム 東京都
日尾 亮太 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
土方 秀造 J.S.S 埼玉県
人見 快 Kテニススクール 神奈川県
平田 周慈 狛江インドアジュニアＡＴＰチーム 東京都
平野 太陽 ＴＥＡＭ　ＹＯＮＥＺＡＷＡ 東京都
廣岡 辰哉 成蹊中学校 東京都
広瀬 元哉 ルネサンスふじみ野 埼玉県
深津 斗邦 開成グリーンテニスクラブ 神奈川県
福井 秀彬 Fテニス 埼玉県
福岡 大雅 MTFジュニア 宮崎県
福島 琉汰 狛江インドアジュニアＡＴＰチーム 東京都
福島 晴 京王赤城アカデミー 東京都
福島 逸斗 Fテニス 埼玉県
福島 尚人 西の丘LTC 京都府
福田 駿 ＴＯＰインドアステージ亀戸 東京都
福田 光 舞ヶ丘テニスクラブ 福岡県
福田 創楽 ＴＧ(ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)高槻 大阪府
藤井 颯大 ダイヤモンドテニスクラブ学園前 京都府
藤居 拓也 橘テニスアカデミー 神奈川県
藤岡 仁 IHSMレニックス 東京都
藤川 侑志郎 ウイングウエスト校 北海道
藤川 丈太郎 ウイングウエスト校 北海道
藤田 裕暉 ＫＣＪテニスアカデミー土浦 茨城県
藤浪 巧 北九州ウエストサイドテニスクラブ 福岡県
藤浪 功 折尾愛真 福岡県
藤原 智也 京都東山テニスクラブ 京都府
藤原 祐斗 厚木国際テニスクラブ 神奈川県
藤原 弘毅 慶応義塾高等学校 神奈川県
古川 将樹 柳川高校 福岡県
紅谷 裕太郎 愛工大名電高校 愛知県
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
星 遼河 フォレストテニスクラブ 埼玉県
細川 楓斗 東宝調布テニスアカデミー 東京都
八月朔日 海 金町インターナショナルＴＡ 東京都
発田 志音 東京都テニス協会 東京都
堀内 宏樹 コートピア大泉テニスクラブ 東京都
ボルガ フアン KITA 東京都
本田 龍人 成蹊中学校 東京都
本間 椋 ビックシンク 東京都
前田 樹 金町インターナショナルＴＡ 東京都
前田 大輝 与野テニスクラブ 埼玉県
馬越脇 成海 ブリヂストンＴＨ久留米 福岡県
増田 健吾 J.S.S 東京都
増田 湧 アサヒ緑健　久山TC 福岡県
枡富 一 TEAM YONEZAWA 徳島県
町山 俊輔 麻布高校 神奈川県
松尾 俊 成蹊高校 東京都
松川 雄太 筑波大学附属駒場中学 東京都
松隈 ネイサン明 セサミ 東京都
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松崎 要喬 VIP TENNIS ACADEMY 東京都
松崎 亨平 明星高校 埼玉県
松下 龍馬 Fテニス 埼玉県
松田 匡也 愛媛ＴＴＣ 愛媛県
松塚 宝 早稲田大学高等学院 千葉県
松並 健司朗 Team Sympathy KOBE 兵庫県
松原 愛生翔 広尾学園高等学校 東京都
松本 大貴 クリーンビレッジテニスクラブ 福岡県
松本 澪 JAM 神奈川県
松本 祥暉 コナミスポーツ本店八王子 東京都
松本 佳樹 水郷インドアテニスアカデミー 東京都
松本 樹 Trantotte 兵庫県
松本 拓巳 カトウテニスクラブ 山口県
丸田 健 湘南工科大学附属高校 神奈川県
丸山 隼弥 m&m　JTA 長野県
丸山 駿輝 殿山テニスガーデン 千葉県
三浦 明仁 佐鳴台ローンテニスクラブ 静岡県
三城 諒真 ESSC 神奈川県
水田 健 D-tennis. 東京都
満尾 悠河 桜田倶楽部 東京都
三皷 優介 ＡＩＣＪ高等学校 広島県
宮井 優輔 レッツテニスプラザ西浜 和歌山県
宮尾 諒 松が谷高校 東京都
三宅 玄記 イワキTC 大阪府
宮嶋 かまち 関スポーツ塾T 岐阜県
宮田 陸 海の中道マリーナ＆テニス 福岡県
宮野 皓成 松原TC印西 千葉県
宮原 俊晴 グリーンテニスプラザ 埼玉県
宮本 貫太郎 春日井プリンステニスクラブ 愛知県
宮本 義次 ホワイティ 京都府
村田 大弥 東京都テニス協会 東京都
村田 研太郎 桐蔭学園高校 神奈川県
村西 開斗 Team.K 兵庫県
村松 征尭 上田市テニススポーツ少年団 長野県
村山 恭平 開成グリーンテニスクラブ 神奈川県
室橋 涼風 HKTC 東京都
目黒 志和 鶴川第二中学校 東京都
望月 海琴 Ｓ．Ｉ．Ｔ．Ａ 埼玉県
森 基唯斗 iTc Wing 北海道
モリガン 奈生人ライアン （株）レック興発 東京都
森下 諒 ジュンレオTA 神奈川県
森下 皓太 TAクレセント草津 滋賀県
森田 和貴 サリュートインドアＴＳ 神奈川県
森田 雅幸 Team310V 東京都
森本 鎮伎 与野テニスクラブ 埼玉県
守屋 達貴 ＹＳＣ 神奈川県
門馬 翔太 東北学院中学校 宮城県
門矢 和真 シンズあざみ野テニスチーム 神奈川県
矢島 淳揮 ルネサンス鷹之台ＴＣ 千葉県
矢島 詳剛 ルネサンス鷹之台ＴＣ 千葉県
安井 駿斗 MS・鶴見緑地M.T.S 大阪府
矢作 瑠維 INABA  TENNIS  SCHOOL 千葉県
矢部 陽 コナミスポーツクラブ海老名東 神奈川県
山内 渉 愛媛TTC 愛媛県
山内 一輝 ブリジストンテニスハウス八王子 東京都
山上 貴士 荏原SSC 東京都
山上 修平 荏原SSC 東京都
山岸 勇貴 岐阜インターナショナルテニスクラブ 岐阜県
山岸 大悟 DAI 和歌山県
山口 貴大 三芳ジュニアテニスアカデミー 埼玉県
山口 凌 昭和の森ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ 東京都
山口 幸宣 緑ヶ丘テニスガーデン 東京都
山崎 玲音 巣鴨中学 東京都
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山崎 陸 ファーイーストＪｒＴＡ 東京都
山田 健人 Ace.T.C 兵庫県
山田 宏平 tennis villa 東京都
山田 慈 サントピアテニスクラブ 東京都
山田 健一朗 クリエイトテニスアカデミーFTC 東京都
山本 悠樹 ハロースポーツテニススクエア 京都府
山本 新 大和オレンジボールテニスクラブ 山口県
八幡 諒 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都
横尾 颯大 三菱養和テニススクール 東京都
横尾 淳司 ロケーションＴ・Ｓ 大分県
横田 昂大 神栖ＴＩ－Ｃube 茨城県
横野 匠未 ウイング 北海道
横山 蒼馬 Fテニス 埼玉県
横山 公紀 ライジングテニスクラブ 北海道
横山 樺衣 モンキーテニス村 福島県
横山 輝 早稲田大学高等学院 東京都
吉岡 翔恵 成城学園高校 東京都
吉田 純也 ウィニングショット 東京都
吉田 拓海 チームZIP 神奈川県
吉田 響介 橘Jr. 福島県
吉田 航介 橘Jr. 福島県
吉野 拓海 登戸サンライズテニスコート 神奈川県
吉野 颯汰 ひまわりテニススクール 東京都
吉村 大生 志津テニスクラブ 千葉県
義村 貴史 アクアベルテニスクリニック 埼玉県
義元 一生 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都
吉本 優太 ビックK 東京都
吉元 聡佑 横浜テニスカレッジ 神奈川県
依田 隼斗 ＧＴＫテニスクラブ　 山梨県
良藤 正太郎 MSS 東京都
若山 賢人 難波徹NAMP 兵庫県
脇坂 直樹 葉山テニスクラブ 神奈川県
和田 耀平 宇都宮テニスクラブ 栃木県
和田 拓 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都
和田 尚樹 平塚中等教育学校 神奈川県
和田 隼友 足利工業大学附属高等学校 埼玉県
和田 侑樹 県立平塚江南高校 神奈川県
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
渡邉 裕輝 KCJテニスアカデミー 茨城県
渡辺 勇樹 ドリームジュニア 北海道
渡邉 寛一 千葉日本大学第一高等学校 千葉県
渡部 裕貴 チームＺＩＰ 東京都
渡部 将伍 チームZIP 東京都
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青柳 美菜子 松が谷高校 東京都
赤平 紗貴子 成蹊高校 東京都
秋田 さくら 春日井プリンステニスクラブ 愛知県
浅野 汐香 ピスタヴェルデ春日井 愛知県
旭 真梨絵 昭和の森ジュニアテニススクール 東京都
足立 理帆 三芳ジュニアテニスアカデミー 埼玉県
阿部 咲良 一筆テニスクラブ 群馬県
アヤ 瑠笑夢 武蔵野ドームテニススクール 東京都
新井 寿美伶 桜田倶楽部 東京都
有馬 明菜 東京都TA 東京都
安藤 優希 N・CSP 東京都
安藤 沙衣 開成グリーンテニスクラブ 神奈川県
飯島 菜穂 フミヤエース市川テニスアカデミー 千葉県
飯泉 楓子 京王赤城アカデミー 東京都
飯塚 桃花 三芳ジュニアテニスアカデミー 埼玉県
飯村 美結 吉田記念テニス研修センター 千葉県
五十嵐 菜々子 たちかわジュニアテニスアカデミー 東京都
池内 鈴奈 京都東山ＴＣ 京都府
池田 涼子 たちかわJTA 東京都
石坂 桃子 西崎中学校 沖縄県
井實 彩乃 京王赤城アカデミー 東京都
石附 葉乃 TENNIS SUNRISE 東京都
石原 朋佳 NJテニスクラブ 茨城県
板垣 惠美里 学習院女子中等科 東京都
市川 真莉 海の中道Ｍ＆T 福岡県
市川 真衣 三菱養和テニススクール 東京都
出井 よし乃 京王赤城アカデミー 東京都
伊藤 奈波 ＩＳＨＩＩ　ＴＥＮＮＩＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ 山梨県
伊藤 理香 ミヤムラテニスセンター 東京都
伊藤 美来 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都
伊藤 萌夏 GATC Jr. 福島県
伊藤 智美 吉田記念テニス研修センター 千葉県
伊藤 三瑠 アクロス戸田インドアTC 埼玉県
犬塚 りお 昭和の森JTS 東京都
犬塚 あおい 昭和の森JTS 東京都
井上 裕望 高崎テニスクラブ 群馬県
井上 想世佳 昭和の森ＪＴＳ 東京都
井上 里菜 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都
井上 咲良 ミナミグリーンＴＣ 群馬県
射場 愛佳 TOPインドアステージ亀戸 東京都
今井 実乃李 Ｔｅａｍ　Ｏｎ　Ｌｉｎｅ 東京都
今村 美木菜 サムライテニス 千葉県
弥富 十和 三菱養和テニススクール 東京都
岩佐 菜々子 荏原SSC 神奈川県
岩崎 安純 上野山テニススクール 群馬県
岩瀬 美由希 IHSMレニックス 神奈川県
岩田 のどか C's RACQUET Club 大阪府
岩原 綾香 Raiz. Jr 埼玉県
上田 夏帆 グリーンインドアテニススクール 新潟県
上田 らむ リブレ 兵庫県
植本 美優 TC ART 岡山県
魚住 蘭 葉山テニスクラブ 神奈川県
鵜飼 日南乃 ファーイーストJr.T.A 神奈川県
牛尾 真夕 山口サングリーンＴＣ 山口県
牛尾 成美 山口サングリーンＴＣ 山口県
臼井 沙耶 京王赤城アカデミー 神奈川県
内田 碧 武蔵野テニスシティー 東京都
内田 菜々恵 AIP 神奈川県
内田 葉土希 FUKUI・JTT 福井県
内田 らら チームZIP 東京都
梅本 佳蓮 ミナミテニスクラブ 静岡県
衛藤 佳奈 グランディールテニスクラブ 福岡県
大川 美佐 大磯テニスアカデミー 神奈川県
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大久保 杏美 WAVE 北海道
大崎 みらの 北九州ウエスト 福岡県
大澤 望乃 コートピア大泉テニスクラブ 東京都
大島 美里 B.I.TENNIS 秋田県
大図 紗樂 町田ローンテニスクラブ 東京都
多田 名保美 成蹊高校 東京都
大沼 愛弥 Team YUKA 神奈川県
大沼 はな CLOVER　TENNIS　ACADEMY 神奈川県
大野 菜々子 テニスガーデン高槻 大阪府
大橋 由奈 コートピア大泉テニスクラブ 東京都
大橋 麗美華 チームZIP 神奈川県
大本 春希 早稲田実業学校高等部 東京都
大森 祐里 TENNIS SUNRISE 東京都
大山 千咲 F・tennis 福島県
岡田 菜緒 スポーツビレッジ 滋賀県
岡田 優 武蔵野テニスシティ 東京都
岡山 千穂 パブリックテニス洛西 京都府
沖田 優羽 ウイング 北海道
奥沢 歩侑 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都
奥野 鈴呼 武蔵野ドームテニススクール 東京都
尾崎 ひかり TCコ・ス・パ御殿山 大阪府
押野 紗穂 KCJテニスアカデミー 茨城県
織田 知邑 Ｗｉｓｈテニスクラブ 静岡県
小田 爽佳 T&S新発田ITS 新潟県
越智 優果 上本ＴＳ 広島県
小畑 莉音 あけぼのテニスクラブ 北海道
折橋 里沙 明治大学付属明治高校 神奈川県
加賀 彩夏 福生市立第二中学校 東京都
柿添 祐衣 海の中道M&T 福岡県
蔭山 美憂 JAM 神奈川県
笠原 恵美 町田ローンテニスクラブ 東京都
笠原 綾乃 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都
笠原 美春 町田ローンテニスクラブ 東京都
梶野 桃子 ラケットパルテニスクラブ 兵庫県
梶山 葵 ルネサンス港南台 神奈川県
カジュール オヴィ 武蔵野ドームテニススクール 東京都
勝見 幸璃 上野山テニススクール 群馬県
葛城 双葉 ロブィング 静岡県
加藤 有紀子 三菱養和テニススクール 埼玉県
金丸 ひかる グリーンテニスプラザ 埼玉県
金丸 萌子 リビエラ逗子マリーナテニススクール 東京都
金子 さら紗 たちかわＪＴＡ 東京都
金子 梛子 YOSHIOKA 埼玉県
金子 山芽 ミナミテニスクラブ 静岡県
金子 汐里 庭球道場・横浜 神奈川県
鹿子木 育 三菱養和テニススクール 東京都
釜江 玲奈 園田学園高等学校 兵庫県
川上 百香 葉山テニスクラブ 神奈川県
川上 彩貴 パブリックテニス小倉 京都府
川島 瑠姫 Team On Line 東京都
川向 萌々夏 シンズあざみ野テニスチーム 神奈川県
神田 朗良 開志学園高等学校 新潟県
菊地 祐稀 Tアイジュニアテニスクラブ 群馬県
菊地 桃香 武蔵野テニスシティー 東京都
岸上 歌華 ロイヤルヒル81 兵庫県
貴田 愛里紗 Ken's Nagatsuka Tennis Academy 千葉県
木田 ちひろ ビッグKテニス 東京都
北川 はる チームウィンフィールド 神奈川県
北川 未來子 マキシマムスポーツマインド 神奈川県
北丸 歩 三芳ジュニアTA 埼玉県
木全 桃子 テニスプラザ尼崎 兵庫県
木村 亜美 IHSMレニックス 神奈川県
木村 菫 吉田記念テニス研修センター 千葉県
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木村 羽瑠菜 昭和の森ＪＴＳ 東京都
工藤 愛菜 ウイング 北海道
久保 杏夏 NBテニスガーデン 広島県
久保 優衣 きさらづｱｳﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 千葉県
倉持 美穂 霧が丘テニスクラブ 神奈川県
黒崎 早絢 ウイング 北海道
桑原 葵 ＮＥＯインドアテニス西新井 東京都
小池 美月 D-tennis. 東京都
小泉 結麻 勿来ＳＣ 福島県
河野 眞子 パブリックテニスイングランド 滋賀県
河野 未来 初石テニスクラブ 千葉県
高野 早紀 ノアテニスアカデミ－北千里 大阪府
五木田 南 ICU高校 神奈川県
小坂 知美 ビッグKテニス 東京都
小柴 琉宇 東京都テニス協会 東京都
小島 香苗 横浜テニスカレッジ 神奈川県
小西 絢子 京都東山ＴＣ 京都府
小林 杏珠 アサヒ緑健久山ＴＣ 福岡県
小林 万里香 あいテニスクラブ 神奈川県
小柳 優望 テニスプラザ尼崎 大阪府
近藤 佳怜 セサミテニススクール 東京都
金野 萌 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都
齋藤 瑠奈 マリンブルーTS 新潟県
齋藤 優寧 ウィング 北海道
斉藤 真佳 YSC 神奈川県
齊藤 里穂 アウリンテニスクラブ 茨城県
寒河江 ひより ａｉテニスアカデミー 山形県
坂口 美佑 Team  YUKA 神奈川県
坂下 華子 ビッグK 東京都
坂野 文南 和泉テニスクラブ・スクール 神奈川県
坂本 菖 狛江インドアジュニアＡＴＰチーム 東京都
坂本 茉柚 ブリヂストンテニスハウス八王子 東京都
坂本 はな 油山テニスクラブ 福岡県
櫻井 雪乃 ウイニングショットあすと長町校 宮城県
佐々木 成子 ACE TENNIS CLUB 神奈川県
佐々木 龍子 ACE TENNIS CLUB 神奈川県
佐藤 和歌葉 イラコテニスカレッジ山形 山形県
佐藤 優美 ウイング 北海道
佐藤 南帆 難波徹NAMP 東京都
佐藤 彩音 ノアインドアステージ国分寺 東京都
佐藤 礼菜 山内中学校 神奈川県
佐藤 愛 Ｔｅａｍ ３１０Ｖ 東京都
佐藤 芽維 鵠沼テニスクラブ 神奈川県
佐藤 涼香 日本大学第三高等学校 東京都
佐藤 睦美 京王赤城アカデミー 東京都
佐藤 織音 高田馬場シチズンプラザテニススクール 東京都
佐野 春佳 ISHII TENNIS ACADEMY 山梨県
澤田 波美 コナミスポーツ本店八王子 東京都
山藤 真帆 パームインターナショナルテニスアカデミー 神奈川県
塩谷 夏美 与野テニスクラブ 埼玉県
紫加田 奈々 ファ-イ-ストＪｒ.ＴＡ 神奈川県
篠原 ねね JAM 神奈川県
篠原 桜子 青葉台ローンテニススクール 神奈川県
清水 愛華 SOL Tennis College 千葉県
清水 菜々海 MTSテニスアリーナ三鷹 東京都
清水 菜々美 ウイニングショット 東京都
志村 紀歩 小金原テニスクラブ 千葉県
城向 穂南 新潟ジャンボITS 新潟県
申 ジホ KCJTA土浦 茨城県
進藤 万里依 Ken's Nagatsuka Tennis Academy 東京都
神保 萌衣 シンズあざみ野テニスチーム 神奈川県
末吉 志帆 インターナショナル　スポーツ 奈良県
菅原 智代 慶応義塾湘南藤沢高等部 東京都
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杉本 空 チームＺＩＰ 神奈川県
杉山 歩 ファーイーストＪｒ．Ｔ．Ａ． 神奈川県
洲崎 真帆 京都東山TC 京都府
鈴木 晴友 TENNIS SUNRISE 東京都
鈴木 桃奈 ウイング 北海道
鈴木 沙也伽 Ｆテニス 埼玉県
鈴木 優 登戸サンライズテニスコート 神奈川県
鈴木 南帆 Ken's Nagatsuka Tennis Academy 千葉県
鈴木 春佳 ﾌﾟﾗﾑﾍﾟｰｼﾞﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 千葉県
鈴木 梨子 成蹊中学校 東京都
鈴木 弘奈 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都
砂川 涼 ESSC 神奈川県
関 桃香 きさらづアウルテニスクラブ 千葉県
妹尾 有花 品川女子学院中学校 千葉県
善野 藍衣 TAI Tennis School 東京都
惣福 結香 ミヤムラテニスセンター 東京都
袖山 穂菜美 Ken's Nagatsuka Tennis Academy 東京都
高井 まひろ 尾島ジュニアテニスクラブ 群馬県
高井 佑真 尾島ジュニアテニスクラブ 群馬県
高居 紗希 ドリームＴＳ 福岡県
高田 多紀 東大和高校 東京都
高野 優夏 常盤木学園 宮城県
高橋 めぐ 京王赤城アカデミー 東京都
高橋 沙采 武蔵野ドームテニススクール 東京都
高橋 凪 北信越テニス協会 新潟県
高橋 沙和 橘テニスアカデミー 神奈川県
高橋 悠 Team310V 東京都
高橋 遥菜 昭和の森JTS 東京都
武内 加奈子 京王赤城アカデミー 東京都
竹内 菜々花 吉田記念テニス研修センター 東京都
武田 千奈 N・CSP 東京都
竹村 菜穂 ノア・テニスアカデミー北千里 大阪府
竹村 美咲 武蔵野テニスシティー 東京都
田代 光稀 ビバアリーナテニススクール 熊本県
田中 くれあ ＴＡクレセント 滋賀県
田中 麻衣 MTSテニスアリーナ三鷹 東京都
田中 優利 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都
田中 陽子 荏原SSC 東京都
田中 彩純 東宝調布テニスクラブ 東京都
田中 依里奈 TKC 兵庫県
谷本 ひなた 東宝テニスアカデミー 東京都
玉木 由梨 町田ローンテニスクラブ 東京都
田村 妃菜 サムライテニス 千葉県
田母神 茜 MIRAI TENNIS ACADEMY 神奈川県
力石 優衣 フミヤエース市川テニスアカデミー 千葉県
地木 宝 JXTC-ベアーズテニスクラブ 埼玉県
茅根 もも 橘テニスアカデミー 神奈川県
塚田 結 CSJ 茨城県
塚田 明夢 CSJ 茨城県
都筑 はるな 武蔵野ドームテニススクール 東京都
露木 恵里奈 エンドウテニススクール 神奈川県
手代木 優奈 三菱養和ﾃﾆｽｽｸ-ﾙ 東京都
寺田 悠花 油山テニスクラブ 福岡県
東家 玲奈 京王赤城アカデミー 東京都
遠井 咲希 浦和パークテニスクラブ 埼玉県
徳永 樹 パブリックTE 滋賀県
冨田 明菜 AIP 神奈川県
砺山 仁美 YTT.Dingles 長崎県
豊島 舞 Team Arrows 兵庫県
豊島 由衣 三木ロイヤルテニスクラブ 兵庫県
永岡 咲良 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都
中川 愛佳 昭和の森JTS 東京都
中澤 水優 ｍ＆ｍＪＴＡ 長野県
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中島 由佳 エムスタイルテニスアカデミー 長野県
中舘 夏美 VIP TENNIS ACADEMY 東京都
永塚 彩乃 ミヤムラテニスセンター 東京都
中野 寧子 KITA 東京都
長野 瑞季 フォーレスト 香川県
中巻 南洋 Masaインドアテニススタジオ 東京都
中村 さやか 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都
那須 麗 荏原SSC 神奈川県
名取 恭 エストテニスクラブ 山梨県
名村 彩 テニスTEAM240 東京都
鳴海 舞依 TeamKENKEN 大分県
西 飛奈 昭和の森JTS 東京都
西川 詩月 グリーンナウ 京都府
西田 賀杏央 TCセブンスリー 京都府
西村 瑠生 たちかわJTA 東京都
西村 乃亜 たちかわJTA 東京都
西本 聖良 湯山ｔｓ 京都府
西本 明日美 慶應義塾湘南藤沢中等部 神奈川県
野口 和佳奈 福岡パシフィックテニスアカデミー 福岡県
野中 ねね 名張ロイヤルテニスクラブ 三重県
野村 芽生 荏原SSC 神奈川県
萩島 礼愛 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都
長谷川 莉緒 BEAT TENNIS CLUB 神奈川県
長谷川 莉々香 チームＺＩＰ 東京都
長谷部 仁海 多摩中 東京都
畠山 京子 町田ローンテニスクラブ 神奈川県
八田 晴子 IHSMレニックス 神奈川県
濱口 鹿子 チームSTEP 沖縄県
早川 千智 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都
早瀬 日菜乃 ファーイーストJr.T.A 神奈川県
檜垣 澪 上野原グリーンTC 山梨県
檜垣 杏 上野原グリーンＴＣ 山梨県
東 佑希乃 ブライトテニスセンター 福岡県
東田 栞奈 帝塚山泉ヶ丘 大阪府
人見 泰江 ＥＳＳＣ 神奈川県
平野 杏果 AKEBIﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 愛媛県
平野 聡美 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都
比留川 咲来 IHSMイザワ 神奈川県
福島 小径 京王赤城アカデミー 東京都
福徳 里彩 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都
藤木 菜緒 ショットjr 石川県
船田 彩華 TSTP 神奈川県
舟橋 結 ＴＡＣ 千葉県
星野 香恋 シンズあざみ野テニスチーム 神奈川県
堀内 真帆 コートピア大泉テニスクラブ 東京都
堀江 菜月 Y.S.C 神奈川県
本垰 早織 南林間テニスクラブ 東京都
本間 蘭妃 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都
前川 名月実 Team YUKA 神奈川県
増田 響子 Team 310V 東京都
枡富 あやめ O.P.A tennis 徳島県
松井 望海 たちかわJTA 東京都
松井 美紗 星田テニスクラブ 大阪府
松川 咲蘭 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都
松崎 未知 京王赤城アカデミー 東京都
松崎 美穂 Ｋ・ＭＡＸインドアテニススクール 大阪府
松澤 美和 昭和の森ＪＴＳ 東京都
松田 絵理香 Y.S.C. 神奈川県
松田 萌花 コスパ光明池テニスガーデン 大阪府
松田 望愛 昭和の森JTS 東京都
松葉 恵 南林間テニスクラブ 神奈川県
松本 瑞希 コナミスポーツ本店八王子 東京都
松本 志歩 高崎テニスクラブ 群馬県
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選手名 所属名 都道府県
松本 真依 巧庭球塾 愛媛県
松山 寧有 ヴェルデテニスクラブ 北海道
真野 玲音 ミナミテニスクラブ 静岡県
丸尾 優奈 ノア・インドアステージつかしん 兵庫県
丸山 紗也加 m&m　ＪＴＡ 長野県
三上 もみじ ｔｅａｍ　ＨＥＲＯ 長野県
水嶋 玲奈 NーCSP 東京都
水田 ひより トップラン 兵庫県
水野 友貴 小石川インドアテニスクラブ 東京都
溝口 琳世 TENNIS SUNRISE 東京都
溝口 英蘭 ジュンレオＴＡ 神奈川県
三井 千絵梨 武蔵野ドームテニススクール 東京都
峰 花梨 長崎ＴＬＤ 長崎県
宮内 梨奈 DABARU TENNIS SCHOOL 千葉県
宮崎 悠 リベラR－project.jr 宮城県
宮田 萌芳 上石神井テニスチーム 東京都
宮地 蘭 神奈川県テニス協会 神奈川県
三和 真奈子 ARROWS  T.S 滋賀県
向井 マリア ITC 兵庫県
村田 真優 浦和パークテニスクラブ 埼玉県
森 美奈実 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都
森笠 眞衣 希望ヶ丘ＴＣ 神奈川県
森田 梨子 エリステニスクラブ 群馬県
森田 李瑳子 CSJ 茨城県
毛呂 彩音 たちかわJTA 東京都
薬師神 佳澄 INABA T.S. 千葉県
矢崎 梓紗 与野テニスクラブ 埼玉県
山口 綾子 福生市立第三中学校 東京都
山崎 詩織 南林間テニスクラブ 神奈川県
山崎 美瑳 フォレストテニスクラブ 埼玉県
山田 恵璃 八千代SGインドアTS 千葉県
山本 優果 春日西テニスクラブ 福岡県
山本 未来 福岡パシフィックTA 福岡県
山本 レイ ロイヤルSCテニスクラブ 神奈川県
横山 円香 ライジングテニスクラブ 北海道
吉家 莉菜 ESSC 神奈川県
吉田 和瞳 緑ヶ丘テニスガーデン 東京都
吉田 華菜子 BEAT　TENNIS　CLUB 神奈川県
吉田 百花 クリエイトテニスアカデミーＦＴＣ 神奈川県
吉田 栞菜 南林間テニスクラブ 東京都
吉原 琴菜 ウイルＴＡ 愛知県
吉村 紗葉 ウインTC 愛媛県
米山 侑里 BEAT TENNIS CLUB 神奈川県
林 星江 日野学園 東京都
渡邉 穂乃花 成蹊中学校 東京都
渡辺 カリーナ TEAMSTUFF 大阪府
渡辺 理子 高崎テニスクラブ 群馬県
渡邊 芙美 町田ローンテニスクラブ 神奈川県
渡辺 紗也子 高崎テニスクラブ 群馬県
済陽 笑美花 MTF 宮崎県


