
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 福井　烈 柳川商高 49 吉田・中西 甲南高 49 李　花子 大韓民国 49 李・金 大韓民国

50 吉田昇生 甲南大 50 江見・中西 甲南高 50 韓　明子 大韓民国 50 韓・黄 大韓民国

51 中西伊知郎 甲南高 51 白戸・大西 柳川商高 51 金　男淑 大韓民国 51 車・金 大韓民国

52 大西儀朋 柳川商高 52 高橋・大西 柳川商高 52 池本裕子 夙川学院高 52 池本・　柳 夙川学院高

53 LEE WOO-RYONG 大韓民国 53 LEE　WOO-RYONG
LIM　JONG-TAIK 大韓民国 53 LEE JUNG-SOON 大韓民国 53 KIM　IN-SOOK

LEE　JUNG-SOON 大韓民国

54 二本松一 柳川商高 54 二本松・佐山 柳川商高 54 李　庭順 大韓民国 54 李・高 大韓民国

55 二本松一 柳川商高 55 中村・金井 グリーンＴＣ
成蹊高 55 岡川恵美子 青葉台ＬＴＣ 55 井上・竹腰 町田ＬＴＣ

56 中村聡一 桜田倶楽部 56 武鑓・村上 柳川高 56 雉子牟田明子 日経ＴＣ 56 横尾・溝口 町田ＬＴＣ

57 丸山　薫 桜田倶楽部 57 太田・土橋 柳川高 57 西谷明美 桜田倶楽部 57 木下・中坂 園田学園高

58 布施俊二 清風高 58 翁長・今村 柳川高 58 溝口美貴 町田ＬＴＣ 58 木下・森川 園田学園高

59 太田　茂 湘南ＬＴＣ 59 太田・岡田 湘南ＬＴＣ
桜田倶楽部 59 梶田恵代 太陽の郷スポーツガーデン 59 今井・小寺 園田学園高

60 辻野隆三 桜田倶楽部 60 森井・清宮 八千代高・柏ＬＴＣ 60 広瀬綾子 町田ＬＴＣ 60 大川・野崎 ビッグＫ

61 辻野隆三 桜田倶楽部 61 辻野・岡田 桜田倶楽部 61 山口涼子 桜田倶楽部 61 稲葉・内本 夙川学院高

62 辻野隆三 桜田倶楽部 62 森・大野 清風高 62 山口涼子 桜田倶楽部 62 伊達・高木 園田学園高

63 増田健太郎 荏原ＳＳＣ 63 山本・渡辺 桜田倶楽部 63 伊達公子 園田学園高 63 栗又・田中 園田学園高

平成元 山本育史 桜田倶楽部 平成元 山本・渡辺 桜田倶楽部 平成元 長野宏美 志津ＴＣ 平成元 三木・小池 夙川学院高

2 伊東　新 静岡市立高 2 日置・駒田 日大三島高
名古屋学院高 2 藤堂美佳 四日市工高 2 木村・石田 高蔵高

3 本村剛一 柳川高 3 本村・宮地 柳川高 3 道城まみ 桜田倶楽部 3 石田・八木 高蔵高
静岡市立高

4 竹下和史 岡山理大附属高 4 岩渕・寺内 柳川高 4 田中由夏 富士見丘高 4 道城・託摩 桜田倶楽部
荏原ＳＳＣ

5 岩渕　聡 柳川高 5 山下・古村 柳川高 5 吉田友佳 荏原ＳＳＣ 5 堀田・鳥羽 住之江ＴＣ

6 山下　剛 柳川高 6 山下・中澤 柳川高 6 井上青香 沖縄県ＴＡ 6 浅越・西俣 園田学園高

7 石井弥起 桜田倶楽部 7 小野田・杉山 柳川高 7 井上青香 沖縄県ＴＡ 7 井上・井上 沖縄県ＴＡ

8 寺地貴弘 志津ＴＣ 8 内田・角田 日大三島高 8 梅原幸恵 大阪ＴＡ 8 占部・小畑 富士見丘高

9 芳野　聡 荏原ＳＳＣ 9 芳野・田口 荏原ＳＳＣ
新松戸ファミリーＴＣ 9 藤原里華 けやき藤原ＴＳ 9 藤原・宇田 けやき藤原ＴＳ

湘南工大附高

10 田口亮太 新松戸ファミリーＴＣ 10 近藤・後藤 名古屋学院高 10 藤原里華 けやき藤原ＴＳ 10 手塚・新井 ビッグＫ
桜田倶楽部

11 近藤大生 名古屋学院高 11 宮尾・宮崎 ビッグＫ
ＳＣトリム 11 青山香織 ビッグＫ 11 道慶・平田 大塚ＴＳ

大阪テニスアカデミー

12 近藤大生 名古屋高 12 江戸・増村 荏原ＳＳＣ 12 波形純理 朝日生命ＪＴＣ 12 米村・新井 鎮西高校
ＰＩＴＡ

13 小川敦史 大阪産業学付属高 13 權・石内 柳川高 13 中村晴香 荏原ＳＳＣ 13 松尾・前川 大阪ＴＡ

14 權　亨胎 柳川高 14 成瀬・鳥屋 名古屋高 14 不田涼子 ＲＥＸ　ＫＯＢＥ 14 田中・井上 朝日生命久我山ＳＣ
ビッグＫ

15 宇井　啓 三菱養和ＴＳ 15 小川・井藤 清風高 15 大西　香 園田学園高 15 田中・土屋 ＪＩＴＣ
共栄学園高

16 井藤祐一 清風高 16 井藤・池村 清風高 16 森田あゆみ ＰＩＴＡ 16 森田・福井 ＰＩＴＡ
柳川高

17 竹内研人 四ノ宮ＴＣ 17 杉本・篠川 大阪テニスアカデミー 17 瀬間詠里花 ビッグK 17 青山・内田 日大三高
武蔵野ドームＴＳ

18 杉田祐一 湘南工科大附高 18 杉田・鵜沢 湘南工科大附高
ＴＴＣ 18 的場裕加 大阪テニスアカデミー 18 井上・越野 沖縄尚学高

愛知産業大工業高

19 奥　大賢 大阪テニスアカデミー 19 奥・長尾 大阪テニスアカデミー 19 奈良くるみ 大阪産業大附属高 19 高畑・小城 大阪テニスアカデミー

20 守屋宏紀 荏原ＳＳＣ 20 竹島・菊池 東海大菅生高 20 小城千菜美 大阪テニスアカデミー 20 井上・山外 椙山女学園高
志津ＴＣ

21 江原弘泰 Fテニス 21 江原・関口 Ｆテニス
クリエイトＴＡＦＴＣ 21 伊藤夕季 ビッグKテニス 21 美濃越・小和瀬

秀明八千代高
ＴＴＣ

22 栗林聡真 清風高 22 古田・中川 名古屋高 22 大前綾希子 学芸館高 22 伊藤・大前 ビッグＫテニス
学芸館高

23 松崎勇太郎 リビエラ逗子マリーナTS 23 内田・河内 大阪産業大附高
相生学院高 23 尾﨑里紗 ロイヤルヒル’８１ＴＣ 23 尾﨑・二宮 ロイヤルヒル’８１ＴＣ

西宮甲英学院

24 河内一真 相生学院高 24 河内・斉藤 相生学院高 24 加藤未唯 パブリックテニス宝ヶ池 24 林・酒井 仁愛女子高

25 越智　真 神戸学院大ＴＣ 25 矢多・上杉 清風高 25 千村夏実 ＴＴＣ 25 山本・足立 ＰＩＴＡ

26 高橋悠介 荏原ＳＳＣ 26 逸崎・林 大阪産業大附高 26 小堀桃子 ＩＨＳＭ 26 中谷・上 園田学園高

27 小林雅哉 グリーンテニスプラザ 27 高村・奈良部 フミヤエース市川テニスアカデミー

吉田記念テニス研修センター 27 岩井真優 サムライテニス 27 剱持・其田 たちかわジュニアテニスアカデミー

ビッグＫテニス

28 綿貫陽介 グローバルプロＴＡ 28 住澤・野口 Ｖａｌ
湘南工科大学附高 28 村松千裕 吉田記念テニス研修センター 28 宮本・内藤 ローズヒルＴＣ

ＴＥＡＭ　ＹＯＮＥＺＡＷＡ

29 清水悠太 西宮甲英高 29 清水・羽澤 西宮甲英高 29 内島萌夏 昭和の森ジュニアＴＳ 29 宮本・内藤 ローズヒルＴＣ
ＴＥＡＭ　ＹＯＮＥＺＡＷＡ

30 田島尚輝 ＴＥＡＭ　ＹＯＮＥＺＡＷＡ 30 市川・渡邉 西宮甲英高
神村学園神戸 30 坂詰姫野 Ｔｅａｍ　ＹＵＫＡ 30 伊藤・中島 トップランＡＩＯＩ

令和元 藤原智也 東山高 令和元 高畑・中村 トップランＡＩＯＩ 令和元 山口瑞希 城南学園 令和元 木村・長門 吉田記念テニス研修センター

18歳以下男子シングルス・ダブルス 18歳以下女子シングルス・ダブルス


