
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 米沢　徹 成城ＴＣ 49 大石（博）・大石（基） 池田ＬＴＣ 49 金　 大韓民国 49 朴・金 大韓民国

50 C-FANCUTT 豪州 50 ＦＡＮＣＵＴＴ
ＦＡＮＣＵＴＴ 豪州 50 朴恵連 大韓民国 50 朴・金 大韓民国

51 黄　禎坤 大韓民国 51 黄・田 大韓民国 51 金寿玉 大韓民国 51 金・姜 大韓民国

52 李　亮龍 大韓民国 52 松崎・二本松 柳川商高
早鞆中 52 岡本久美子 帝塚山ＴＣ 52 松原・岡本 帝塚山ＴＣ

53 山田大作 伊勢丹ＴＳ 53 藤木・南 報徳学園高 53 岡川恵美子 青葉台ＬＴＣ 53 KYUNG　MYONG-SON
LEE YONG-CHOON 大韓民国

54 文　昌烈 大韓民国 54 金・文 大韓民国 54 山田由紀 聖心女子学院高 54 高橋・中坂 園田学園高・中

55 村上武資 グリーンＴＣ 55 村上・丸山 グリーンＴＣ 55 溝口美貴 町田ＬＴＣ 55 高橋・中坂 園田学園高

56 丸山淳一 桜田倶楽部 56 藤井・中越 清風高 56 木下直子 園田学園高 56 増橋・飯田 花見川ジュニア
桜田倶楽部

57 山下　一 桜田倶楽部 57 松岡（修）・松岡（宏） 桜田倶楽部 57 鈴木恵子 ＭＢＳロイヤルＴＣ 57 今井・小寺 園田学園中・高

58 清宮健一 柏ＬＴＣ 58 一筆・国広 柳川高 58 細木祐子 宝塚テニスカレッジ 58 今井・各務 園田学園高

59 佐藤哲哉 イラコテニスカレッジ 59 高田・伊藤 香里ＧＴＣ
夙川ニックＴＣ 59 山口涼子 桜田倶楽部 59 各務・浜田 園田学園高

60 立見弘一 朝日生命ＴＫ 60 山脇・大林 清風高 60 山崎史子 浦和学院高 60 江副・三輪 山陽女子高・中

61 山本育史 桜田倶楽部 61 桜井・松下 日大三高 61 宮城ナナ 沖縄県テニス協会 61 高木・伊達 園田学園高

62 伊東　新 竜南ＴＣ 62 伊東・日置 竜南ＴＣ
富士岳南ＴＣ 62 神尾　米 イラコテニスカレッジ 62 宮内・道端 ビッグＫ

63 小谷幸三 広陵高 63 中島・小野 成蹊高
ビッグＫ 63 前原裕美 山陽女子高 63 木村・石田 高蔵高

平成元 吉岡青樹 東山高 平成元 松鷹・山下 志津ＴＣ 平成元 長塚京子 鷹之台ＴＣ 平成元 阪口・佐藤 住之江ＴＣ

2 酒井俊亮 仁川学院高 2 松鷹・山下 志津ＴＣ 2 永冨恵子 宝塚テニスカレッジ 2 永冨・道城 宝塚カレッジ
桜田倶楽部

3 鈴木貴男 ウエストコーストＲＣ 3 古村・寺内 柳川高 3 望月寛子 富士見丘高 3 堀田・鳥羽 住之江ＴＣ

4 石井　亮 刈谷テニスパーク 4 山下・中沢 柳川高  4 鳥羽英子 住之江ＴＣ 4 関口・浅越 園田学園高

5 尾城裕介 名古屋学院高 5 杉山・笛木 柳川高  5 井上青香 浦添高 5 窪田・占部 富士見丘高
ビッグＫ

6 小野田倫久 柳川高 6 小野田・福本 柳川高  6 井上摩衣子 浦添高 6 占部・高瀬 富士見丘高

7 田口亮太 新松戸ファミリーＴＣ 7 加藤・岸本 柳川高  7 久松志保 朝日生命ジュニアＴＣ 7 和田・堀川 富士見丘高

8 金中育人 湘南工大附高 8 米田・宮尾 ビッグＫ  8 西田純子 大阪ＴＡ 8 藤原・西田 大阪ＴＡ

9 古川隼士 桜田倶楽部 9 近藤・後藤 刈谷テニスパーク
名古屋学院高  9 伊東千佐世 静岡市立高 9 道慶・平田 ＩＴＳ

大阪ＴＡ

10 磯田勇介 湘南工大附高 10 佐野・船津 名古屋学院高社若高  10 飯島久美子 ビッグＫ 10 竹内・永田 けやき藤原ＴＳ
荏原ＳＳＣ

11 添田　豪 荏原ＳＳＣ쀀 11 添田・和田 荏原ＳＳＣ  11 中村藍子 江坂テニスセンター 11 森・竹本 テニストピア
江坂テニスセンター

12 平田敏規 Ｆテニス 12 渡邉・大畑 庵原高
静岡市立高  12 田中姿帆 池多ＴＣ 12 川床・田中 名張ロイヤルＴＣ

池多ＴＣ

13 中原健一郎 荏原ＳＳＣ 13 中原・鳥屋 荏原ＳＳＣ
名古屋高  13 津布久萌 朝日生命久我山ＳＣ 13 宮城・中西 園田学園高

14 石岡孝浩 浦和学院高 14 石川・小野 岡山理大付属高  14 高雄恵利加 アートヒルＴＣ 14 川村・山内 竜南ＴＣ
西遠女子学園高

15 富田玄輝 アサヒTC 15 上本・富田 近大福山高
アサヒＴＣ  15 福井恵美 柳川高 15 内田・青山 武蔵野ドームＴＳ

日大三高

16 杉田祐一 湘南工大附高 16 比嘉・金城 沖縄尚学高  16 伊藤絵美子 ミナミＴＣ 16 的場・川崎 大阪テニスアカデミー

17 松尾友貴 青森山田中 17 奥・長尾 ＷＡＴＳ  17 山本　愛 テニスラボ 17 岩崎・山本 鯖江ジュニア
テニスラボ

18 守屋宏紀 荏原ＳＳＣ　 18 遠藤・鈴木 リッチヒルＴＣ
東山ＴＣ  18 奈良くるみ 大阪産業大附中 18 坂東・岩崎 栗東高

19 関口周一 ファーイーストJrTA 19 井原・浅井 明石城西高 19 江口実沙 福岡パシフィック 19 井上・山田 椙山女学園高

20 栗林聡真 瑞光ＴＣ 20 大塚・近藤 湘南工大附高 20 伊藤夕季 大阪テニスアカデミー 20 伊藤・大坪 大阪テニスアカデミー

21 今井慎太郎 荏原ＳＳＣ 21 喜多・村松 Ｆテニス
フォレスト柏センター 21 大前綾希子学芸館高 21 大前・牟田口 学芸館高

ＪＩＴＣ

22 内田海智 大阪産業大学付属高 22 斉藤・西岡 相生学院高
ニックインドアＴＣＯ 22 尾﨑里紗 ロイヤルヒル’８１ＴＣ 22 尾﨑・小和瀬 ロイヤルヒル’８１ＴＣ

ＴＴＣ

23 西岡良仁 ニックインドアＴＣＯ 23 斉藤・西岡 相生学院高
ニックインドアＴＣＯ 23 足立真美 花咲徳栄高 23 奥野・足立 ＴＧ高槻

花咲徳栄高

24 大西　賢 Noah I.S.姫路 24 高橋・山﨑 荏原ＳＳＣ
むさしの村ローンＴＣ 24 牛島里咲 高崎商大附高 24 江見・森崎 ビッグＫ

25 高橋悠介 荏原ＳＳＣ 25 福田・加藤 Ｐｒｏｊｅｃｔ ＡＬＣ
横浜清風高 25 小堀桃子 Ｊ．Ｓ．Ｓ 25 村松・藤岡 ＴＴＣ

26 千頭昇平 誉高 26 田中（優）・田中（隆） 秀明英光高 26 村松千裕 ＴＴＣ 26 藤岡・竹内 ＴＴＣ

27 堀江　亨 関スポーツ塾・Ｔ 27 清水（悠）・羽澤 西宮甲英高 27 本玉真唯 Ｓ．ＯＮＥグリーンテニスクラブ 27 坂田・宮本 山梨学院大学附高
志津ＴＣ

28 田島尚輝 ＴＥＡＭ　ＹＯＮＥＺＡＷＡ 28 田島・川上 ＴＥＡＭ　ＹＯＮＥＺＡＷＡ

狛江インドアジュニアＡＴＰチーム 28 佐藤南帆 有明ジュニアＴＡ 28 安藤・内島 自由ガ丘インターナショナルＴＣＯ

昭和の森ジュニアＴＳ

29 山中太陽 西宮ＴＣ 29 丸山・高畑 トップランＡＩＯＩ 29 光崎楓奈 ｈ２ＥＴＡ 29 西尾・今村 パブリックテニス洛西
パブリックテニス小倉

30 三井駿介 アクトスポーツクラブ 30 間仲・三井 秀明英光高
アクトスポーツクラブ 30 今村　咲 パブリックテニス小倉 30 長谷川・谷 岐阜インターナショナルＴＣ

誉高

令和元 磯村　志 やすいそ庭球部 令和元 丹下・片上 新田高 令和元 松田絵理香 狛江インドアジュニアＡＴＰチーム 令和元 内島・西 白鵬女子高

16歳以下男子シングルス・ダブルス 16歳以下女子シングルス・ダブルス


