
地域 選手　姓 選手　名 性別 選出都道府県 所属先

北海道（１名） 小柳 遥人 男子 北海道 Ambitious court

三浦 陽 男子 青森県 リベロＳＣ

金 桜汰 男子 岩手県 岩手高校

五十嵐 涼太 男子 宮城県 仙台育英

野坂 条 男子 秋田県 ファンキーTA

阿部 陽来 男子 山形県 東京学館新潟高等学校

草野 友希 男子 福島県 磐城高校

原 令恩 男子 茨城県 T-1インドアTS

海野 優輝 男子 栃木県 足利大学付属高校

松元 大和 男子 栃木県 アウリンテニスクラブ

米野 俊亮 男子 群馬県 MAT高崎テニスクラブ

宮川 侑士 男子 埼玉県 浦和パークテニスクラブ

笹本 龍哉 男子 埼玉県 ALWAYS TENNIS SCHOOL

田畑 遼 男子 埼玉県 むさしの村ローンテニスクラブ

畑 泰成 男子 埼玉県 Smile Tennis College

大岡 歩生 男子 千葉県 トップランAIOI

平井 詳大 男子 千葉県 SYSテニスクラブ

金子 正人 男子 東京都 武蔵野ドームTS

木村 一翔 男子 東京都 CSAT

大舘 一輝 男子 東京都 日本大学第三高等学校

神山 宏正 男子 東京都 TEAM YONEZAWA

小川 楓成 男子 東京都 はちおうじ庭球塾

松岡 輝 男子 神奈川県 法政大学第二高校

上田 頼 男子 神奈川県 MSS橘テニスアカデミー

稲木 友望 男子 神奈川県 Team YUKA

岡 皇輝 男子 山梨県 ACE Tennis Club

北林 由伊 男子 長野県 慶應義塾高等学校

水澤 康生 男子 新潟県 東京学館新潟高等学校

茂住 隼矢 男子 富山県 富山第一高等学校

野々山 仁 男子 石川県 津幡ジュニア

木村 冬茉 男子 福井県 北陸高等学校

松村 怜 男子 静岡県 あおやま庭球塾

内田 真翔 男子 愛知県 チェリーTC

熊田 健斗 男子 愛知県 名経大市邨高校

本山 知苑 男子 三重県 四日市工業高校

間宮 友稀 男子 三重県 四日市工業高校

桃山 晃 男子 岐阜県 麗澤瑞浪高校

若松 泰地 男子 滋賀県 相生学院高等学校

﨑山 耀登 男子 京都府 東山高校

窪田 昂史 男子 大阪府 花園テニスクラブ

福島 正晃 男子 大阪府 ACE TC 大阪

谷畑 幸洋 男子 兵庫県 相生学院高等学校

長田 和音 男子 兵庫県 相生学院高等学校

小野　 クリストファー滉生 男子 兵庫県 トップランAIOI

藤本 結優 男子 奈良県 ダイヤモンドTC学園前

大西 金之助 男子 和歌山県 近畿大学付属和歌山高校

土海 悠太 男子 鳥取県 境港ジュニア

木村 優生 男子 島根県 UMEZU.Jr.T.T

柏木 捷太郎 男子 岡山県 JFTC

藤原 陸 男子 広島県 やすいそ庭球部

大方 康平 男子 山口県 アルファTC

森 広樹 男子 香川県 高松北高校

井原 康太 男子 徳島県 城南高校

伊藤 拓 男子 愛媛県 新田高校

武田 壮 男子 愛媛県 WINNER

西原 大海 男子 高知県 高知高等学校

松永 朔太郎 男子 福岡県 大分舞鶴高等学校

川﨑 脩生 男子 佐賀県 佐賀GTC

本村 凌雅 男子 長崎県 南島原ジュニア

佐藤 仁星 男子 熊本県 RKKルーデンスTA

沼口 昇永 男子 大分県 大分舞鶴高等学校

浅田 紘輔 男子 宮崎県 ライジングサンHJC

鵜狩 良仁 男子 鹿児島県 アリムラTA

宮里 琉星 男子 沖縄県 TCμ

吉田 琳 男子 埼玉県 シードテニスクラブ

岩井 惺 男子 広島県 やすいそ庭球部

後藤 章一郎 男子 愛知県 チェリーTC

柳澤 春琉 男子 東京都 善福寺公園テニスクラブ

高村 篤輝 男子 大阪府 河内庭球庭球倶楽部
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