
  

年度 氏　　名 所　　　属 年度 氏　　名 所　　　属  年度 氏　　名 所　　　属 年度 氏　　名 所　　　属

49 青木　純 慶応普 49 青木・中山 慶応普  49 増岡恵美子 聖心女子学院中 49 松原・小西 帝塚山ＴＣ

50 辻　季之 四ノ宮ＴＣ 50 辻・竹内 四宮ＴＣ  50 岡本久美子 帝塚山ＴＣ 50 吉田・坪井 池田ＬＴＣ 

51 二本松一 門司ＬＴＣ 51 相川・高野 鎌倉カントリーＴＣ
浦和ＴＣ  51 竹腰みどり 町田ＬＴＣ 51 広川・川井 帝塚山ＴＣ

52 丸山　薫 グリーンＴＣ 52 丸山・中村 グリーンＴＣ  52 岡川恵美子 青葉台ＬＴＣ 52 納・羽室 園田学園中

53 丸山　薫 グリーンＴＣ 53 丸山・村上 グリーンＴＣ  53 山田由紀 聖心女子学院中 53 黒田・西谷 グリーンＴＣ

54 吉田賢吾 愛知工大附中 54 丸山・村上 グリーンＴＣ  54 木下直子 横浜ガーデンＴＣ 54 木下・茶川 横浜ガーデンＴＣ
緑丘中

55 松岡修造 グリーンＴＣ 55 石井・太田 石井インドアＴＣ
湘南ＬＴＣ  55 雉子牟田明子 日経ＴＣ 55 雉子牟田・永本 日経ＴＣ

56 MAT FRIBERG 神戸ＬＴＣ 56 古賀・福井 柳川高
門司ＬＴＣ  56 横田光子 湘南ＬＴＣ 56 三好・横田 湘南ＬＴＣ 

57 高田　肇 香里ＧＴＣ 57 高田・伊藤 香里ＧＴＣ
夙川マーメイドＴＣ 57 細木祐子 宝塚テニスカレッジ 57 細木・根屋 宝塚テニスカレッジ

58 細山貴明 光ＬＴＣ 58 佐藤・森重 イラコテニスカレッジ
百合ヶ丘ファミリーＴＣ 58 山岸依子 町田ＬＴＣ 58 内本・加賀 天王寺ＴＣ

ＭＢＳロイヤルＴＣ

59 赤城純二 赤城アカデミー 59 赤城・馬越 赤城アカデミー  59 梶谷英里香 桜田倶楽部 59 梶谷・菅谷 桜田倶楽部

60 馬越浩也 赤城アカデミー 60 山本・渡辺 桜田倶楽部  60 木村さやか 赤城アカデミー 60 木村・鈴木 赤城アカデミー

61 伊東　新 竜南ＴＣ 61 日置・伊東 富士岳南ＴＣ
竜南ＴＣ  61 沢松奈生子 神戸ＬＴＣ 61 山本・道上 日経ＴＣ

道上ジュニア

62 山下大介 志津ＴＣ 62 赤松・駒田 ＮＧ一社
西尾ＬＴＣ 62 柴田かおる 桜田倶楽部 62 坂本・宮内 ビッグＫ

63 金子英樹 桜田倶楽部 63 金子・松鷹 桜田倶楽部
志津ＴＣ 63 永冨恵子 宝塚カレッジ 63 八木・望月 竜南ＴＣ

平成元 岩渕　聡 荏原ＳＳＣ 平成元 山本・小泉 白田ロイヤルＴＣ
三保黒潮ＴＳ

平成元 道城まみ 住之江ＴＣ 平成元 吉田・九鬼 荏原ＳＳＣ 

2 鈴木貴男 ウエストコーストＲＣ 2 鈴木・山田 ウエストコーストＲＣ
湯山ＴＳ 2 関口知子 駿河台ＬＴＣ 2 渡辺・清水 桜田倶楽部

3 石井弥起 志津ＴＣ 3 清水・佐々木 ＪＩＴＣ 3 横井佑未 東武ＴＣ 北春日部 3 小森・鳥居 高蔵中

4 堀内康博 柏ＬＴＣ 4 堀内・土屋 柏ＬＴＣ  4 小畑沙織 ウエストコーストＲＣ 4 小畑・西俣 ウエストコーストＲＣ
ポニーＩＴ

5 芳野　聡 荏原ＳＳＣ 5 寺地・平田 朝日ＴＳ
住之江ＴＣ  5 井上摩衣子 沖縄県テニス協会 5 森上・井上 ＩＴＣ

沖縄県テニス協会

6 田口亮太 新松戸ファミリーＴＣ 6 杉山・鎌野 荏原ＳＳＣ
桜田倶楽部  6 西田純子 大阪テニスアカデミー 6 藤原・西田 大阪テニスアカデミー

7 金中育人 荏原ＳＳＣ 7 武正・後藤 むさしの村ＬＴＣ
初石ＴＣ 7 藤原里華 けやき藤原ＴＳ 7 宇田・片山 荏原ＳＳＣ 

8 近藤大生 刈谷ＴＰ 8 佐野・後藤 名古屋学院中
刈谷ＴＰ 8 新井由樹 たちかわ庭球塾 8 大見・波形 金城中

朝日生命ジュニアＴＣ

9 渡辺　健 名張ロイヤルＴＣ 9 杉山・富田 高瀬ＴＰ
三保黒潮ＴＳ 9 前川綾香 大阪テニスアカデミー 9 市川・井上 高蔵中

森口ＴＳ

10 富田真吉 北九州ウェストサイドＴＳ 10 畠中・石塚 春日井プリンスＴＣ 10 小西あずさ 大阪テニスアカデミー 10 高岸・浜村 荏原ＳＳＣ
桜田Ｃ

11 中原健一郎 荏原ＳＳＣ 11 森実・羽石 武蔵野ドームＴＳ
ＪＩＴＣ 11 不田涼子 AM'S COURT 11 前田・今井 TEAM NORTH

12 石岡孝治 上尾ＴＣ 12 中山・渋谷 ちーむとっぷがん
トップランＣＯ加古川 12 高崎恭子 ＴＴＣ 12 南・磯貝 志津ＴＣ

フミヤＴＳ市川

13 天野真廣 ＪＩＴＣ 13 加藤・冨田 カトウＴＣ
松永ローンＴＣ 13 久見香奈恵 湯山泰次ＴＳ 13 久見・福井 湯山泰次ＴＳ

舞鶴グリーンＴＳ

14 会田　翔 荏原ＳＳＣ 14 富田・錦織 アサヒＴＣ
グリーンＴＣ 14 加藤茉弥 青森山田中 14 内田・内藤 武蔵ドームTC

15 富崎優也 佐賀グリーンＴＣ 15 河西・奥 ＪＩＴＣ
ミヤムラＴＣ 15 菊池絵理菜 桜田倶楽部 15 高畑・石田 ニューウィンブルドンＴＣ

佐鳴台ＬＴＣ

16 ロンギ正幸 たちかわＪｒＴＡ 16 谷村・鈴木 明石テニス企画
四ノ宮ＴＣ 16 奈良くるみ 大阪産業大附属中 16 奈良・坂東 大阪産業大附属中

テニストピア

17 江原弘泰 Ｆテニス 17 内山・田中 宮丘ＴＣ
小樽グリーンＴＣ 17 古賀　愛 REX KOBE 17 大塚・村上 園田学園中

Ａ＆Ｆ

18 金城　充 仲井真中 18 中川・夏目 森林ロングウッドＴＣ
ニューウィンブルドンＴＣ 18 石津幸恵 岩見沢テニス協会 18 石津・美濃越 岩見沢テニス協会

オールサムズＴＣ

19 喜多元明 F テニス 19 蜂谷・丹羽 K-TTRAINING
初石ＴＣ 19 伊藤夕季 大阪テニスアカデミー 19 山本・斎藤 園田学園中

20 村松勇紀 フォレスト柏センター 20 内田・河内 星田ＴＣ
ＴＧ高槻 20 辻佳奈美 Team MAX 20 二宮・小林 ＮＢテニスガーデン

21 大西　賢 Noah I.S. 21 中村・矢多 甲南中 21 中村文香 Team KOMADA 21 山本・田中 園田学園中

22 林　大貴 テニスプラザ尼崎 22 加藤・山西 パブリックテニス洛西
パブリックテニス小倉 22 古川真実 ＴＴＣ 22 高橋・細沼 N・CSP

TENNIS SUNRISE

23 畠山成冴 ウイング 23 福嶋・山下 宝塚Ｔ．ＣＯ
Ｉ．Ｔ．Ｃ． 23 大矢　希 h2エリートTA 23 岡本・其田 ビッグＫ

狛江インドアジュニアＡＴＰチーム

24 宮本大勢 志津ＴＣ 24 安上・野口 福岡パシフィック
グリーンヒルズＩＴＳ 24 岩井真優 サムライテニス 24 剱持・李 たちかわＪＴＡ

25 堀江　亨 関スポーツ塾・Ｔ 25 清水（悠）・清水（奎）
パブリックＴＥ
光泉中 25 本玉真唯 町田ＬＴＣ 25 力石・清水 フミヤエース市川

ＴＴＣ

26 白石　光 有明ジュニアＴＡ 26 白石・清水 有明ジュニアＴＡ 26 佐藤南帆 ＣＯＳＡＮＡ 26 佐藤・久田 ＣＯＳＡＮＡ

27 松下龍馬 Ｆテニス 27 坂川・赤西 楠クラブ
初石ＴＣ 27 川村茉那 ＣＳＪ 27 内藤・坂詰 長岡市ＴＡ

ファーストＴＡ

28 小柴遼太郎 三木ロイヤルＴＣ 28 鈴木・青木 荏原ＳＳＣ 28 伊藤汐里 グリーンテニスプラザ 28 今村・西尾 京都東山ＴＣ
パブリックテニス洛西

29 末岡大和 トップラン 29 小泉・三田 赤城アカデミーさくら野火止

グリーンテニスプラザ 29 松田絵理香 ＳＳＡレニックス 29 森岡・松田 奈良国際ＴＣ
ＳＳＡレニックス

30 水口翔瑛 テニスプラザ尼崎 30 橋本・山内 フミヤエース市川ＴＡ 30 光崎　澪 ｈ２エリートＴＡ 30 林・中村 浪速中
城南学園

令和元 山本夏生 テン・ＩＦＴ 令和元 服部・中西 ＴＡクレセント京都

ノアインドアステージ京都西
令和元 クロスリー真優 ＥＮＤＥＡＶＯＲ 令和元 畭・中村 城南学園

14歳以下男子シングルス・ダブルス 14歳以下女子シングルス・ダブルス


