
男子 女子
シード 氏名 所属 シード 氏名 所属
1 ① 会田 翔 関東 荏原SSC 1 ① 川村 美夏 関東 JITC
2 ② 伊藤 竜馬 関西 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 2 ② 上島 菜穂子 関西 ﾃﾆｽﾗﾎﾞ
3 ③ 小ノ澤 新 関東 大学菅生高 3 ③ 古賀　愛美 九州 筑陽学園高
4 ④ 有松 達矢 関東 志津TC 4 ④ 守内 千絵 関西 須磨学園高
5 ⑤ 金城　光 九州 沖縄商学高 5 ⑤ 井上　明里 九州 沖縄商学高
6 ⑥ 吉岡 祐一 関東 JITC 6 ⑥ 濱崎 歩 関西 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
7 ⑦ 三橋 淳 関東 荏原SSC 7 ⑦ 秋田　史帆 東海 東海・木曽川ＬＴＣ
8 ⑧ 山本 健尊 関東 ファーイーストJTA 8 ⑧ 小金井 理恵 関東 荏原SSC
9 上本　　武 中国 近大福山高 9 中野　美優 中国 岡山学芸館高
10 我妻 佑宇 東北 仙台一高 10 齋藤 友里子 東北 近江ＴＣ
11 牛田　敦之 東海 杜若高 11 木下　ミサ 東海 名経大高蔵高
12 広瀬 一義 四国 高松北高 12 阿部 瑠美 四国 徳島商業高
13 佐藤　悠太 北海道 札幌日大高 13 渡邉　廣乃 北海道 エルバッハTC
14 伊集　朝哉 九州 龍谷高 14 中野　佑美 九州 筑陽学園高
15 能村　　仁 北信越 金沢高 15 菅村　彩香 北信越 仁愛女子高
16 佐野 紘一 関西 明石城西高 16 樋口 由佳 関西 江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ
17 猿田　純哉 中国 カトウＴＣ 17 楠瀬　優樹 中国 米子北高
18 石垣 諒 東北 秋田商業高 18 鈴木 真緒 東北 磐城桜が丘高
19 増田　兆孝 東海 藤枝西高 19 松山　芳 東海 静岡市立高
20 岡崎 康太 四国 高松北高 20 西改 由衣 四国 徳島城南高
21 佐藤　翔太 北海道 札幌開成高 21 赤石　由佳 北海道 札幌日大高
22 富崎　優也 九州 龍谷高 22 重藤　真知子九州 筑陽学園中
23 丸山　陽輔 北信越 ｍ＆ｍ TC 23 品田　祐希 北信越 仁愛女子高
24 池野 新八郎 関東 湘南工科大学付属高 24 前澤 かおる 関東 共栄学園高
25 篠川 智大 関西 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 25 井本 久美子 関西 芦屋大附高
26 海野　健太 東海 県立静岡高 26 梶尾　奈央 九州 熊本高
27 小野 加寿也 関東 ファーイーストJTA 27 青山 修子 関東 日本大学第三高
28 駒田 和也 関西 関西学院高 28 上村 奈都子 関西 WATS
29 神谷　　慎 東海 名古屋高 29 鈴木 里英 関東 サンTA
30 鷹觜 遼平 関東 大学菅生高 30 的場 裕加 関西 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
31 守屋 宏紀 関東 荏原SSC 31 松重 貴子 関東 秀明英光高
32 藤井 信太 関東 Fテニス 32 川崎 智恵美 関西 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
補欠１ 角田 圭佑 関西 大阪産業大学附属高 補欠１ 松本　千明 東海 静岡市立高
補欠２ 片山　翔 九州 大川テニス協会 補欠２ 大澤 愛加 関東 アートヒルTC
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