
№ 氏名 所属 県名 № 氏名 所属 県名
1 小波　久斗 FFTA Nanao 石川 1 竹内　悠 ATS 石川
2 三原　煌大 FFTAnanao 石川 2 角谷　亮 GETT 石川
3 加登　想空 TEAM KIT 石川 3 源　　聖悟 GETT 石川
4 花村　啓佑 TEAM KIT 石川 4 阿部　結我 SUMMIT 石川
5 源　拓真 TEAM KIT 石川 5 成瀬　祥太郎 SUMMIT 石川
6 小納屋　慶二 TEAM KIT 石川 6 永井　晃太郎 TEAM　KIT 石川
7 川西　飛生 TEAM KIT 石川 7 宮前 雄也 TEAM　KIT 石川
8 竹内　聡 TEAM KIT 石川 8 平野　壱真 TEAM　KIT 石川
9 武田　悠伸 TEAM KIT 石川 9 北川　英弥　 TEAM　KIT 石川
10 矢原　青空 TEAM KIT 石川 10 矢原　明弥 TEAM　KIT 石川
11 松原　佑真 TRG 石川 11 亀田　侑生 V10 石川
12 上野　隼汰 TRG 石川 12 犬島　秀弥 V10 石川
13 吉田　朝陽 V10 石川 13 小西　健太 V10 石川
14 山崎　壮大 V10 石川 14 小野　達史 V10 石川
15 森下　怜 V10 石川 15 吉田　圭佑 Y's Jr 石川
16 神佐　惇 V10 石川 16 権野　博也 Y's Jr 石川
17 田上 櫂斗 V10 石川 17 五十嵐　亮輔 Y's Jr 石川
18 久保田 創大 Y's Jr 石川 18 前川　瑞樹 Y's Jr 石川
19 直喜　慶也 Y's Jr 石川 19 竹内　暖雅 Y's Jr 石川
20 北村　湧磨 Y's Jr 石川 20 中山　敦揮 Y's Jr 石川
21 北川　周 いしかわJr 石川 21 直喜　温也 Y's Jr 石川
22 打田　和寛 いしかわJr　 石川 22 松本　　弦 石川ジュニア 石川
23 石井　瑛士 ウエストヒルズJT 石川 23 潟渕　遥翔 ウエストヒルズJT 石川
24 赤羽根　遼真 ウエストヒルズJT 石川 24 市川　未來 ウエストヒルズJT 石川
25 平野　良真 ウエストヒルズＪＴ 石川 25 小坂　響来 小松ジュニアＴＣ 石川
26 角谷　宙希 ショットJr 石川 26 酢野　来翔 小松ジュニアＴＣ 石川
27 辻本　悠嗣 ショットJr 石川 27 畑　　璃空 小松ジュニアＴＣ 石川
28 矢嶋　開 ショットJr 石川 28 中森　太一 ショットJr 石川
29 北市　誠悟 加賀ジュニアTC 石川 29 辻本　陽敬 ショットJr 石川
30 井田　結斗 金沢市テニス協会 石川 30 田上　大和 ショットJr 石川
31 浅香　厚明 金沢市テニス協会 石川 31 泉　　航太 加賀ジュニアTC 石川
32 前中　良介 金沢市テニス協会 石川 32 向　和寿 川北Jrテニスクラブ 石川
33 中山　皓幹 金沢市テニス協会 石川 33 山田　暁士 川北Ｊｒテニスクラブ 石川
34 木村　駈 金沢市テニス協会 石川 34 染谷　柊真 川北Ｊｒテニスクラブ 石川
35 吉田　龍生 山中ジュニアテニスクラブ 石川 35 奥村　玲央 津幡ジュニア 石川
36 西納　一徹 山中ジュニアテニスクラブ 石川 36 亀田  朋哉 津幡ジュニア 石川
37 吉田　朋矢 小松ジュニアＴＣ 石川 37 小寺　稀介 津幡ジュニア 石川
38 宮岸　慶成 小松ジュニアＴＣ 石川 38 松根　拓希 津幡ジュニア 石川
39 宮岸　亮太朗 小松ジュニアＴＣ 石川 39 上田　陸翔 津幡ジュニア 石川
40 松下　颯斗 小松ジュニアＴＣ 石川 40 清水端 　一優 津幡ジュニア 石川
41 松本 皐 小松ジュニアＴＣ 石川 41 清水端 　海音 津幡ジュニア 石川
42 菅嶋　倉士 小松ジュニアＴＣ 石川 42 渡辺　翔太 津幡ジュニア 石川
43 西野　仁人 小松ジュニアＴＣ 石川 43 南出　旺樹 津幡ジュニア 石川
44 築田　悠伸 小松ジュニアＴＣ 石川 44 野々山　仁 津幡ジュニア 石川
45 藤原　由宇 小松ジュニアＴＣ 石川 45 井村　翔真 魚津ジュニア 富山
46 木村　葉月 小松ジュニアＴＣ 石川 46 牧野　宏倖 魚津ジュニア 富山
47 立見　生吹 小松ジュニアＴＣ 石川 47 小野　陽杜 大林TS 富山
48 出蔵　慧徒 川北Ｊｒテニスクラブ 石川 48 亥野　颯人 テニスクラブ大原野 京都
49 久保  流輝 津幡ジュニア 石川 49 佐々木　弘哉 Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ 新潟
50 高出　晴日 津幡ジュニア 石川 50 山崎　嘉太郎 さくらＴＧ 新潟
51 山本光太朗 津幡ジュニア 石川 51 渡邊　晴木 三条ファミリーTC 新潟
52 松下　大斗 津幡ジュニア 石川 52 馬場　貴大 三条ファミリーTC 新潟
53 前田 優 津幡ジュニア 石川 53 河治　　樹 三条ファミリーTC 新潟
54 中山　智裕 津幡ジュニア 石川 54 松田  大地 新潟ジャンボITS 新潟
55 中村　謙心 津幡ジュニア 石川 55 酒井　志央 北部ジュニア 新潟
56 板坂　翼 津幡ジュニア 石川 56 春日　大彦 ＫＴＣ 長野
57 野原　惇央 津幡ジュニア 石川 57 塩川 智生 m&m JTA 長野
58 小谷　海晴 内灘ジュニアTC 石川 58 宮澤　啓介 m&mJTA 長野
59 髙島　礼雅 内灘ジュニアTC 石川 59 北林　由伊 NTA 長野
60 髙島　昊雅 内灘ジュニアTC 石川 60 義家　充樹 teamHERO 長野
61 伊野　輝龍 センティア 富山 61 新井　暖人 teamHERO 長野
62 伊野　裕聖 センティア 富山 62 日比野　匠 呉羽中学校 富山
63 野村　太希 センティア 富山 63 南　陽音 高岡ＲＴＣ 富山
64 原田　駿平 大林TS 富山 64 岩崎　温生 大林TS 富山
65 原田　鉄平 大林TS 富山 65 竹内　陽斗 大林TS 富山
66 原田　瞭平 大林TS 富山 66 前田　優 FUKUI.JTT 福井
67 山田　結斗 大林TS 富山 67 関内　優太 ＳＡＳＣテニススクール 福井
68 新村 快心 大林TS 富山 68 森脇　央介 Team　Yamagata 福井
69 布村　旺志朗 大林TS 富山 69 山内　柊依 勝山JTC 福井
70 加藤　大暉 Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ 新潟 70 長谷川　晴人 勝山JTC 福井
71 犬井　輝 Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ 新潟 71 牧野　透歩 勝山JTC 福井
72 犬井　咲 Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ 新潟 72 山崎　健人 福井スポーツ少年団 福井
73 野尻  悠斗 上越グリーンITS 新潟 73 北嶋　将伍 北陸中学校 福井
74 古田　龍之介 STT 長野
75 栗田　拓実 teamHERO 長野
76 小泉　晴冨 teamHERO 長野
77 山田　航大 荒神山テニススクール 長野
78 渡辺　大輝 FUKUI.JTT 福井
79 簑輪　拓実 FUKUI.JTT 福井
80 天谷　俊介 FUKUI.JTT 福井
81 森山　稜大 ＳＡＳＣテニススクール 福井
82 関　　燈羽 さかいジュニア 福井
83 河中　葉滝 ヒットインドアテニススクール 福井
84 片谷　昂樹 ヤスマGTC 福井
85 上田　航 ヤスマGTC 福井
86 西野　翔 ヤスマGTC 福井
87 藤澤　颯 ヤスマGTC 福井
88 梅田　蒼大 鯖江ジュニア 福井
89 西村　瞬 鯖江ジュニア 福井
90 岸本　幸大 武生ジュニアテニスクラブ 福井
91 池泉　太智 武生ジュニアテニスクラブ 福井
92 村上　弘龍 福井スポーツ少年団 福井
93 池尾　賢人 福井スポーツ少年団 福井
94 畑下　悠真 福井スポーツ少年団 福井
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№ 氏名 所属 県名 № 氏名 所属 県名
1 前田　恵椛 FFTA Nanao 石川 1 佐藤　莉乃 ATS 石川
2 前田　梓菜 SUMMIT 石川 2 北村　海遥 ATS 石川
3 宮下　茉桜 TEAM KIT 石川 3 吉野　真央 GEET 石川
4 山崎　結衣 V10 石川 4 石田　紗矢 GETT 石川
5 北村　琴美 Y's Jr 石川 5 保志場　美空 TEAM KIT 石川
6 中町　奏 ウエストヒルズJT 石川 6 中町　雫 ウエストヒルズJT 石川
7 麻田　真心 ウエストヒルズJT 石川 7 津田　凛 ウエストヒルズJT 石川
8 齋藤　彩乃 ウエストヒルズJT 石川 8 麻田　美空 ウエストヒルズJT 石川
9 岩倉　芙実 小松ジュニアＴＣ 石川 9 太田　光虹 ショットJr 石川
10 岩倉　李旺 小松ジュニアＴＣ 石川 10 中田　樹里 加賀ジュニアTC 石川
11 小坂　音羽 小松ジュニアＴＣ 石川 11 中野　真佑 金沢市テニス協会 石川
12 林　愛友奈 小松ジュニアＴＣ 石川 12 三原　光玖 志賀ジュニアテニスクラブ 石川
13 林　恵凜奈 小松ジュニアＴＣ 石川 13 三野　日夏子 志賀ジュニアテニスクラブ 石川
14 井波　梅 ショットJr 石川 14 西村　莉依 志賀ジュニアテニスクラブ 石川
15 寺田　伊織 ショットJr 石川 15 高坂　那弥 小松ジュニアTC 石川
16 新保　茜 ショットJr 石川 16 田中　愛純 小松ジュニアTC 石川
17 新保　柑菜 ショットJr 石川 17 北山　結 小松ジュニアTC 石川
18 水内　佑香 ショットJr 石川 18 林　優実奈 小松ジュニアTC 石川
19 水内　柚月 ショットJr 石川 19 橋本　夏凛 川北Ｊｒテニスクラブ 石川
20 大積　綾乃 ショットJr 石川 20 古山 未雲 川北Ｊｒテニスクラブ 石川
21 中森　琶菜 ショットJr 石川 21 斉藤 沙桜 川北Ｊｒテニスクラブ 石川
22 川尻　夢乃 金沢市テニス協会 石川 22 石川　乙葉 川北Ｊｒテニスクラブ 石川
23 坂本　真緒 山中ジュニアテニスクラブ 石川 23 長谷田　吏泉 辰口ジュニアテニス　 石川
24 上山　桔生 山中ジュニアテニスクラブ 石川 24 前田　星佳 津幡ジュニア 石川
25 上山　蒼生 山中ジュニアテニスクラブ 石川 25 林　彩乃 津幡ジュニア 石川
26 小波　うた 志賀ジュニアテニスクラブ 石川 26 広瀬　すずらん 内灘ジュニアTC 石川
27 橋本　恋梅 川北Ｊｒテニスクラブ 石川 27 村上　真琴 内灘ジュニアTC 石川
28 染谷　紗花 川北Ｊｒテニスクラブ 石川 28 畠　　さゆり　 Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ 新潟
29 戸口　琉花 津幡ジュニア 石川 29 三吉　未優 Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ 新潟
30 小寺 紅 津幡ジュニア 石川 30 加藤　優歩 荒神山テニススクール 長野
31 水越　果歩 津幡ジュニア 石川 31 飯沼　有美 荒神山テニススクール 長野
32 清水端　碧乃 津幡ジュニア 石川 32 伊藤　千遥 あすなろ倶楽部 富山
33 濱崎　ちはる 津幡ジュニア 石川 33 加藤　彩羽 センティア 富山
34 柴田　妃香里 内灘ジュニアTC 石川 34 吉江　優楽 センティア 富山
35 小谷　和暖 内灘ジュニアTC 石川 35 大崎　理湖 センティア 富山
36 松川　翠結 竜美丘テニスクラブ 愛知 36 河岸　桜子 大林TS 富山
37 滝沢　美優 ファーストテニスアカデミー 新潟 37 出口　望叶 FUKUI.JTT 福井
38 石田　環 ファーストテニスアカデミー 新潟 38 出口　夢來 FUKUI.JTT 福井
39 石田 貴恵 ファーストテニスアカデミー 新潟 39 二之宮　唯華 FUKUI.JTT 福井
40 土田　映海 上越グリーンITS 新潟 40 吉田　瑠里 FUKUI.JTT 福井
41 高野　一華 長岡市北部Jr. 新潟 41 小林　優海　 Stella TC 福井
42 宮澤　福奈 m&mJTA 長野 42 林　　唯月 ヤスマGTC 福井
43 丸山　唯 荒神山テニススクール 長野 43 畠中　萌花 鯖江ジュニア 福井
44 山田　涼楓 荒神山テニススクール 長野 44 揚原　桃花 鯖江ジュニア 福井
45 岡本　結愛 センティア 富山 45 高木　鈴奈 武生ジュニアテニスクラブ 福井
46 宮腰　咲希 センティア 富山 46 中司　瑞希 武生ジュニアテニスクラブ 福井
47 上田　晴菜 大林ＴＳ 富山
48 井上　桃華 FUKUI.JTT 福井
49 二之宮　華穏 FUKUI.JTT 福井
50 関内　優衣 ＳＡＳＣテニススクール 福井
51 徳本　芙優 ＳＡＳＣテニススクール 福井
52 岡部　唯千瑠 Stella TC 福井
53 岩越　七海 Stella TC 福井
54 岩本　奈夕 Stella TC 福井
55 牧野　桃佳 Stella TC 福井
56 本田　彩華 Stella TC 福井
57 林　さくら　 Stella TC 福井
58 川村　ゆりな さかいジュニア 福井
59 奥出　彩帆 今立TC 福井
60 山岸　音葉 鯖江ジュニア 福井
61 小倉　咲穂 鯖江ジュニア 福井
62 澤田　好未 鯖江ジュニア 福井
63 永吉　心愛 勝山ＪＴＣ 福井
64 林　美結 勝山ＪＴＣ 福井
65 池尾　紅華 福井スポーツ少年団 福井
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