
男子

No. 氏    名 地域 所属団体名  備考

1 伊籐 潤 九州 龍谷高 1

2 三橋 淳 関東 江原湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 2

3 長尾 克己 関西 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3

4 渡辺 輝史 関東 荏原湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 4

5 関口 周一 関東 ファーイーストJrTA 5

6 奥 大賢 関西 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 6

7 松田 隼十 関東 高崎TC 7

8 廣田 耕作 九州 龍谷高 8

9 山下 将平 北海道 札幌藻岩高

10 前田 浩平 北海道 札幌藻岩高

11 宗像 祐樹 東北 原町高

12 泉田 峻 東北 仙台三高

13 伊藤 翼 北信越 松商学園高

14 田村 和也 北信越 富山国際大附高

15 竹島 駿朗 関東 東海大菅生高

16 遠藤 賢 関東 ISHII TENNIS ACADEMY

17 綿貫 裕介 関東 東海大菅生高

18 井上 悠冴 関東 湘南工科大附属高

19 長谷川 祐一 東海 名古屋高

20 山崎 元希 東海 浜松工業高

21 鵜飼 元一 東海 恵那農業高

22 神藤 隆志 東海 名古屋高

23 鈴木 昂 関西 京都東山TC

24 田渕 宏洋 関西 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前

25 福田 健司 関西 駿台甲英高

26 猿田 純哉 中国 関西高

27 国司 大識 中国 関西高

28 一宮 拓 四国 城南高

29 森岡 勇太 四国 土佐塾高

30 横山 良輔 九州 日向学院高

31 石井 靖晃 九州 龍谷高

32 西 優馬 九州 柳川高

補欠１ 笹井 正樹 関東 浦和学院高

補欠２ 塩田 裕司 九州 柳川高
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女子

No. 氏    名 地域 所属団体名 備考

1 小城 千菜美 関西 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 1

2 長谷川 晃子 関西 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 2

3 奥間 安祐美 関東 志津TC 3

4 末次 真由子 九州 柳川高 4

5 高畑 寿弥 関西 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 5

6 大竹 志歩 関東 ﾋﾞｯｸﾞK 6

7 酒井 優理子 九州 柳川高 7

8 古賀 愛 関西 REX KOBE 8

9 山下 ちなみ 北海道 宮丘TC

10 赤石 由衣 北海道 札幌日本大学高

11 羽川 沙織 北海道 札幌日本大学高

12 坂本 奈緒子 東北 聖霊女子短大付属高

13 坂谷 泉 東北 聖霊女子短大付属高

14 井上 愛 北信越 仁愛女子高

15 阿部 遥 北信越 松商学園高

16 菅村 由香 北信越 仁愛女子高

17 森本 美香 関東 TTC

18 宇田川 彩 関東 守谷TC

19 横田 那津美 関東 自由が丘ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTCO

20 加藤 ゆい 関東 武蔵野ドームTS

21 田島 亜也奈 東海 県立岐阜商業高

22 井上 雅 東海 ﾁｪﾘｰTC

23 石田 佳菜子 東海 浜松西高

24 喜多 清美 関西 駿台甲英高

25 今出川 教子 関西 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

26 橋詰 みなみ 関西 WATS

27 田中 菜穂子 中国 美鈴が丘高

28 吉原 叔恵 中国 近畿大学付属福山高

29 村上 ひろか 四国 pdt TC

30 長井 麻里奈 四国 pdt TC

31 重藤 真知子 九州 筑陽学園高

32 荒木 史織 九州 宮崎商業高

補欠１ 堀之内 あゆみ 関東 浦和学院高

補欠２ 西 愛美 中国 倉敷鷲羽高
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