
No. 選手 地域 所属 備考 No. 選手 地域 所属 備考

1 今井 慎太郎 関東 荏原SSC 1 1 穂積 絵莉 関東 PITA 1

2 後藤 翔太郎 東海 県立四日市工業高 2 2 吉冨 愛子 東海 椙山女学園高 2

3 綿貫 敬介 関東 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛTA 3 3 加藤 未唯 関西 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ヶ池 3・WC

4 守谷 総一郎 関東 桜田倶楽部 4・WC 4 澤柳 璃子 関東 ﾒｶﾞﾛｽ柏 4

5 村松 勇紀 関東 フォレスト柏センター 5・WC 5 加治 遥 関西 園田学園高 5

6 松崎 勇太郎 関東 ﾘﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅTS 6 6 中村　文香 関東 ﾋﾞｯｸﾞK 6

7 髙田 航輝 関東 湘南工大附属高 7 7 宇佐美 愛 関西 園田学園高 7

8 小堀 良太 関東 JSS 8 8 入江 真子 関東 PITA 8

9 平井 綾悟 北海道 札幌日大高 9 大塚 若菜 北海道 札幌日大高

10 村上 幹 北海道 ｴﾙﾊﾞｯﾊTC 10 寺林 詩織 北海道 ｴﾙﾊﾞｯﾊTC

11 越川 充 東北 ﾅｽﾊﾟﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 11 佐藤 七海 東北 仙台向山高

12 大槻 勇斗 東北 安積高 12 髙橋 誠果 東北 F･tennis

13 羽倉 克樹 北信越 松商学園高 13 林 恵里奈 北信越 仁愛女子高

14 諱 五貴 北信越 松商学園高 14 粉川 聖月 北信越 新潟第一高

15 杉本 椋亮 関東 荏原SSC 15 中原 理沙 北信越 イラコテニスカレッジ軽井沢

16 小林 理久 関東 たちかわｼﾞｭﾆｱTA 16 小林 夏実 関東 志津TC

17 大友 優馬 関東 PITA 17 日比 沙織 関東 荏原SSC

18 及川 生来 関東 荏原SSC 18 辻 恵子 関東 たちかわｼﾞｭﾆｱTA

19 渡辺 将司 東海 名古屋経済大市邨高 19 岩井 綾音 関東 Ken's Nagatsuka TA

20 中島 佑介 東海 県立四日市工業高 20 青木 柚里香 東海 県立岐阜商業高

21 池川 浩史 関西 相生学院高 21 髙松 奈央 東海 県立江南高

22 堀切 啓貴 関西 相生学院高 22 野井 夕夏子 関西 駿台甲英高

23 長船 雅喜 関西 東山高 23 大坪 慧美 関西 WATS

24 日下 稜介 関西 東山高 24 北川 真衣 関西 同志社女子高

25 梶下 怜紀 中国 瀬戸内高 25 小山 楓 関西 四ﾉ宮TC

26 内田 貴大 中国 岡山理科大附高 26 東原 佳奈 関西 WATS

27 弓立 祐生 四国 新田高 27 西本 恵 中国 岡山学芸館高

28 切詰 魁 四国 フォーレスト 28 寺見 かりん 中国 ラスタットＴＣ

29 小村 拓也 九州 宮崎日大高 29 篠山 真甫 四国 徳島商業高

30 塚越 雄人 九州 柳川高 30 川筋 晶代 四国 英明高

31 井上 敬博 九州 柳川高 31 松元 彩良 九州 鹿児島純心女子高

32 巽 寛人 九州 柳川高 32 江代 純菜 九州 佐世保ﾛｰﾝTC

補欠１ 高野 健一 関東 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA 補欠１ 畑守 美里 関西 城南学園

補欠２ 恒松 拓未 関東 武蔵野ﾄﾞｰﾑTS 補欠２ 牛島 里咲 関東 高崎TC
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