
№ 氏名 所属 県名 № 氏名 所属 県名
1 落合　秀登 勝山高校 福井 1 西村　太陽 鯖江ジュニア 福井
2 柳原　柊也 勝山高校 福井 2 森脇　鉄平 武生ジュニア 福井
3 前川　幸範 勝山高校 福井 3 森脇　央介 武生ジュニア 福井
4 石塚　遼河 勝山高校 福井 4 高島涼太郎 武生ジュニア 福井
5 岡田　陸 勝山高校 福井 5 石澤　尊 カザマテニスアカデミー 新潟
6 大西悠生 羽水高校 福井 6 小林 来翔 カザマテニスアカデミー 新潟
7 山﨑　幹太 羽水高校 福井 7 佐藤　翔夢 柿崎テニスクラブ 新潟
8 近藤　耀暉 羽水高校 福井 8 野崎　亮佑  Lark 滋賀
9 石田　麗音 羽水高校 福井 9 上原　奏人 Lagomo　T.A 滋賀
10 藤澤　健斗 羽水高校 福井 10 村上　稜真 GETT 石川
11 小澤　陸士 羽水高校 福井 11 竹村 碧人 GETT 石川
12 坂井　郁仁 ファミリーＩＴＳ 新潟 12 角谷　亮 GETT 石川
13 豊岡　大和 富山商業高校 富山 13 源　　聖悟 GETT 石川
14 馬場　広明 富山商業高校 富山 14 木村　宙翔 SUMMIT 石川
15 渡邊　宥 富山商業高校 富山 15 宮前 太一 TEAM KIT 石川
16 大野　航也 富山商業高校 富山 16 織田　哲平 Y'sJr 石川
17 石川　航伎 富山商業高校 富山 17 内島　駿介 金沢大学附属高校 石川
18 斉藤　圭汰 富山商業高校 富山 18 森田　陽大 金沢高校 石川
19 西本　友貴 富山商業高校 富山 19 能坂　輝 高岡中学校 石川
20 森田　燎 富山商業高校 富山 20 山口　泰平 高岡中学校 石川
21 小竹　涼太 富山商業高校 富山 21 山本　拓希 志賀中学校 石川
22 小椙　日世吏 富山商業高校 富山 22 山本　航也 志賀中学校 石川
23 宮下　魁士 富山商業高校 富山 23 平山　祐雅 志賀中学校 石川
24 葛島　颯人 富山商業高校 富山 24 高橋　凛汰 志賀中学校 石川
25 山口　瑠稀哉 富山西高校 富山 25 西村　吉平 志賀中学校 石川
26 廣明　羅衣麻 富山西高校 富山 26 岡本　一竜 志賀中学校 石川
27 中谷　　潤 富山西高校 富山 27 澤守　一成 小松ジュニア 石川
28 石戸　俊輔 富山西高校 富山 28 酢野　来翔 小松ジュニア 石川
29 池田　翔悟 富山西高校 富山 29 永井　蒼士 川北ジュニア 石川
30 東  光翼 ATS 石川 30 堀内　雄晴 津幡ジュニア 石川
31 西出　爽 ATS 石川 31 中山　智裕 津幡ジュニア 石川
32 田中  佑 GETT 石川 32 野々山　仁 津幡ジュニア 石川
33 高崎　昊大 GETT 石川 33 中山　裕也 津幡ジュニア 石川
34 吉田　悠真 GETT 石川
35 谷口  和輝 GETT 石川
36 保地谷　匡紀  石川県立工業高校 石川
37 山先　陽大 石川県立工業高校 石川
38 大岸　佑 石川県立工業高校 石川
39 平村　泰大 石川県立工業高校 石川
40 西尾　そら 石川県立工業高校 石川
41 森田　翔一朗 笠間ＴＣ 石川
42 米田　真大 金沢学院高校 石川
43 谷内　晃喜 金沢学院高校 石川
44 浜野　正都 金沢学院高校 石川
45 北島　聖也 金沢大学附属高校 石川
46 山本　京佑 金沢大学附属高校 石川
47 滝口　稜生 金沢大学附属高校 石川
48 大脇　裕樹 金沢大学附属高校 石川
49 山田　篤弥 金沢大学附属高校 石川
50 吉本　舜 金沢大学附属高校 石川
51 中田　　楓雅 小松工業高校 石川
52 三田　　大聖 小松工業高校 石川
53 新家　嵩之 小松工業高校 石川
54 川口　竣奨 小松工業高校 石川
55 谷口　樹 小松工業高校 石川
56 冨家　信太朗 鶴来高校 石川
57 高田　力弥 鶴来高校 石川
58 鈴木　朋哉 鶴来高校 石川
59 小林　　悠馬 尾山台高校 石川
60 池田　拳四朗 尾山台高校 石川
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№ 氏名 所属 県名 № 氏名 所属 県名
1 下牧　穂乃香 勝山高校 福井 1 小倉　智尋 カザマテニスアカデミー 新潟
2 小泉　陽 勝山高校 福井 2 横田 和 ファーストTA 新潟
3 林　美菜子 勝山高校 福井 3 高橋　海希 長岡蒼柴SCTA 新潟
4 山中　美紀 勝山高校 福井 4 相馬　佑妃 鯖江ジュニア 福井
5 河内志保 仁愛女子高校 福井 5 桑野　万尋 福井テニススポーツ少年団 福井
6 横村優希 仁愛女子高校 福井 6 前田　ミチル エアーズ 富山
7 梅田優香 仁愛女子高校 福井 7 井村　萌香 魚津ジュニア 富山
8 秋山沙也香 仁愛女子高校 福井 8 井関　麻央 ＧＥＴＴ 石川
9 加藤智奈 仁愛女子高校 福井 9 前田　柚葉 ＧＥＴＴ 石川
10 村上　水彩 福井Jr.テニススポーツ少年団 福井 10 山森　姿月 TEAM　KIT 石川
11 髙橋　美優  帝京長岡高校 新潟 11 関野　未知留 金沢高校 石川
12 小野塚　星南 帝京長岡高校 新潟 12 木谷　優花 金沢高校 石川
13 村松　果奈 ATS 石川 13 東崎　里帆 北陸学院高校 石川
14 山森　さら GETT 石川 14 橋野　通世 北陸学院高校 石川
15 宮田　朋音 石川県立工業高校 石川 15 寺西　瑞季 高岡中学校 石川
16 番匠　海遊 石川県立工業高校 石川 16 寺井　湖々 山中ジュニア 石川
17 大西　萌華 石川県立工業高校 石川 17 中出　望月 山中ジュニア 石川
18 七浦　佑佳 ウエストヒルズJT 石川 18 西本　そら 山中ジュニア 石川
19 中屋　裕香 金沢二水高校 石川 19 三谷　碧里 山中ジュニア 石川
20 横田　佳乃 金沢二水高校 石川 20 田中　愛純 小松ジュニア 石川
21 三箇　なつめ 北陸学院高校 石川 21 北山　結 小松ジュニア 石川
22 酒屋　結衣 北陸学院高校 石川 22 林　優実奈 小松ジュニア 石川
23 田中　茉日 北陸学院高校 石川 23 亀田　菜月 津幡ジュニア 石川
24 山下　華果 北陸学院高校 石川 24 前田　星佳 津幡ジュニア 石川
25 森本　菜々海 北陸学院高校 石川 25 林　　彩乃 津幡ジュニア 石川
26 吉野　歌那女 北陸学院高校 石川
27 田中　美羽 小松ジュニア 石川
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