
シード順位 地域 都道府県 名　前 フリガナ 所属団体名 年齢

1 北海道 北海道 小畑　莉音 オバタ　リオン 四日市商業高校 15

2 東北 青森 番沢　伊吹 バンザワ　イブキ 八戸シーガル 15

3 岩手 吉田　梨真 ヨシダ　リマ クレイルテニスアカデミー 14

4 宮城 五十嵐　唯愛 イガラシ　ユイナ 四日市商業高校 15

5 秋田 佐々木　実夕 ササキ　ミユ ファンキーテニスアカデミー 13

6 山形 石澤　真衣子 イシザワ　マイコ ITSベルズ 16

7 福島 佐久間  向日葵 サクマ　ヒマリ 桜の聖母学院高等学校 16

8 関東 茨城 長谷川　美愛 ハセガワ　ミア CSJ 14

9 茨城 廣吉　優佳 ヒロヨシ　ユウカ 東洋大学附属牛久高校 15

10 茨城 瓜生　瑞歩 ウソウ　ミズホ ABC TA 16

11 栃木 白石　真里名 シライシ　マリナ 宇都宮テニスクラブ 14

12 群馬 関口　裕望 セキグチ　ヒロミ 高崎テニスクラブ 15

13 埼玉 内田　結菜 ウチダ　ユイナ むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 15

14 埼玉 鈴木　梨子 スズキ　リコ 浦和学院高等学校 16

15 埼玉 小島　彩那 コジマ　アヤナ グリーンテニスプラザ 15

16 千葉 古賀　彩花 コガ　アヤカ TTC 14

17 千葉 早重　果波 ハヤシゲ　カナミ あじさいMTCアカデミー 15

18 千葉 小副川　莉桜 オゾエガワ　リオ オールサムズテニスクラブ 15

19 東京 宮田　萌芳 ミヤタ　モエカ 桜田倶楽部 15

20 東京 西　飛奈 ニシ　ヒナ 白鵬女子高等学校 15

21 東京 須藤　さくら スドウ　サクラ デ・ポーム調布TS 14

22 東京 内島　舞子 ウチジマ　マイコ 白鵬女子高等学校 15

23 神奈川 池田　涼子 イケダ　リョウコ YSC 16

24 山梨 坂本 千代里 サカモト　チヨリ 山梨学院高等学校 16

25 北信越 新潟 石川 和奏 イシカワ　ワカナ 白鵬女子高等学校 15

26 新潟 渡邉　菜央 ワタナベ　ナオ 松商学園高等学校 15

27 富山 砂田　未樹 スナダ　ミキ 南砺市TA 14

28 石川 久保 結希凪 クボ　ユキナ 四日市商業高校 15

29 福井 吉家　莉菜 ヨシイエ　リナ 仁愛女子高等学校 16

30 長野 森　百花 モリ　モモカ 松商学園高等学校 16
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31 東海 岐阜 深尾　梨未 フカオ　リミ 岐阜商業高等学校 15

32 静岡 櫻田　しずか サクラダ　シズカ アクトスポーツクラブ 14

33 静岡 髙田　晴菜 タカダ　ハルナ 浜松市立高校 15

34 愛知 長谷川　愛依 ハセガワ　メイ 名古屋LTC 15

35 愛知 伊藤あおい イトウ　アオイ チェリーテニスクラブ 14

36 愛知 松田　鈴子 マツダ　リンコ チェリーテニスクラブ 13

37 愛知 森川　亜咲 モリカワ　アサキ チェリーテニスクラブ 15

38 三重 川出　晶葉 カワデ　アキハ 鈴鹿ジュニアチーム 13

39 関西 滋賀 菊地　紗加 キクチ　サヤカ 東山テニスクラブ 14

40 京都 繁益　春音 シゲマス　ハルネ パブリックテニス洛西 15

41 京都 森村　碧 モリムラ　アオイ 立命館守山高等学校 15

42 大阪 加藤　智子 カトウ　トモコ Wacc 15

43 兵庫 渡邊　優夢 ワタナベ　ユム 相生学院高等学校 16

44 兵庫 永田　侑那 ナガタ　ユウナ 浪速高等学校 15

45 奈良 奥野 柚来 オクノ　ユラ ダイヤモンドTC学園前 15

46 和歌山 菱井　咲絵 ヒシイ　サエ 和歌山インドアテニスクラブ 14

47 中国 鳥取 浜家　果子 ハマイエ　カコ STEVE 14

48 島根 横田　七帆 ヨコタ　ナナホ 開星高校 16

49 岡山 齋藤　 優寧 サイトウ　ユウナ 岡山学芸館高校 16

50 広島 藤本　麻璃花 フジモト　マリカ Tension 13

51 山口 吉本　菜月 ヨシモト　ナツキ 岡山学芸館高校 15

52 四国 徳島 田中　藍衣 タナカ　アイ テニスアリーナガーデン 14

53 香川 堀家　那菜 ホリケ　ナナ 丸亀TC 13

54 愛媛 濱田　暖菜 ハマダ　ハルナ 今治明徳中学校 14

55 高知 山田　芽依 ヤマダ　メイ 土佐高校 15

56 九州 福岡 堀江　菜実 ホリエ　ナミ ドリームテニススクール 14

57 佐賀 糸山　日菜 イトヤマ　ヒナ ファインヒルズテニスクラブ 15

58 長崎 川上　くるみ カワカミ　クルミ 風Ｊｒ 14

59 熊本 倉岡　彩夏 クラオカ　アヤカ 沖縄尚学高等学校 15

60 大分 伊賀上　瑛穂 イガガミ　アキホ 沖縄尚学高等学校 15

61 大分 野口　愛菜 ノグチ　マナ OTC 14

62 宮崎 染矢　美来 ソメヤ　ミライ 福徳学院高等学校 15

63 鹿児島 西　奈瑠美 ニシ　ナルミ アリムラTA 15

64 沖縄 宮城　利佳 ミヤギ　リカ 首里高校 16

補欠１ 群馬 勝見　幸璃 カツミ　ナナリ MAT Tennis Academy 16

補欠２ 新潟 鈴木　まこ スズキ　マコ さくらテニスガーデン 13

補欠３ 京都 中西　夢乃 ナカニシ　ユノ 京都両洋高等学校 16


