
地域 選手　姓 選手　名 性別 選出都道府県 所属先

北海道（１名） 小坂 麻陽 女子 北海道 ウイング

工藤 帆稀 女子 青森県 八戸ロイヤルTC

本間 遥 女子 岩手県 相生学院高等学校

鈴木 梨愛 女子 宮城県 ウイニングショット

那波 碧彩 女子 秋田県 ファンキーテニスアカデミー

石澤 萌々子 女子 山形県 寒河江高校

石井 颯 女子 福島県 新潟第一高等学校

上坂 真菜 女子 茨城県 野田学園高校

石井 絢 女子 栃木県 宇都宮サンテニスクラブ

山本 晄 女子 群馬県 MAT Tennis Academy

大橋 來愛 女子 群馬県 MAT前橋TA

辻岡 史帆 女子 埼玉県 SYT月見野テニススクール

伊東 磨希 女子 埼玉県 TENNIS SUNRISE 朝霞

小野 陽菜 女子 千葉県 早稲田実業学校高等部

石川 颯姫 女子 千葉県 トップランAIOI

稲場 らん 女子 千葉県 あじさいMTCアカデミー

古谷 ひなた 女子 東京都 AJTA

山上 夏季 女子 東京都 TAI Tennis School

山倉 実桜 女子 東京都 CSAT

若山 璃音 女子 東京都 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ

佐藤 弘夏 女子 東京都 桜田倶楽部

名雪 芹 女子 神奈川県 荏原SSC

穴水 姫奈乃 女子 山梨県 山梨学院高等学校

吉田 琴美 女子 長野県 松商学園高等学校

佐々木 理子 女子 新潟県 白鵬女子高等学校

上田 晴菜 女子 富山県 大林TS

石田 紗矢 女子 石川県 GETT

吉田 瑠里 女子 福井県 仁愛女子高等学校

後藤 苺衣 女子 静岡県 四日市商業高校

津田 梨央 女子 愛知県 ウィルTA瀬戸

成田 百那 女子 愛知県 名経大市邨高校

高田 知穂 女子 愛知県 椙山女学園高等学校

上村 睦実 女子 愛知県 名古屋ＬＴＣ

駒田 唯衣 女子 愛知県 GITC

林 妃鞠 女子 三重県 四日市商業高校

池戸 悠希子 女子 岐阜県 相生学院高等学校

中原 青空 女子 滋賀県 栗東高校

新井 愛梨 女子 京都府 同志社国際高等学校

成澤 寿珠 女子 京都府 吉野テニス企画

折坂 優羽 女子 京都府 四日市商業高校

後藤 七心 女子 大阪府 城南学園

千葉 陽葵 女子 大阪府 大商学園

里 菜央 女子 兵庫県 相生学院高等学校

小坂 莉來 女子 奈良県 LYNX奈良

平田 詩帆 女子 和歌山県 和歌山インドアTC

櫻井 友子 女子 鳥取県 STEVE

加藤 那菜 女子 島根県 吉賀高校

網田 永遠希 女子 岡山県 野田学園高校

戸坂 文音 女子 岡山県 山陽学園高校

原田 悠衣 女子 岡山県 山陽学園高校

井上 季子 女子 広島県 やすいそ庭球部

鈴木 香漣 女子 山口県 野田学園高校

阿部 千春 女子 香川県 丸亀TC

西森 暖乃 女子 徳島県 HIROテニスカレッジ

窪田 結衣 女子 愛媛県 愛媛トレセン

杉村 リナ 女子 高知県 土佐女子中学校

岸本 聖奈 女子 福岡県 岡山学芸館高等学校

田嶋 優里奈 女子 佐賀県 櫻屋ジュニア

山髙 心慎 女子 長崎県 佐世保LTC

笠原 亜美 女子 熊本県 宮崎商業高等学校

工藤 里菜 女子 大分県 大分舞鶴高等学校

光成 七優 女子 宮崎県 ＷＳＪｒ．

岡村 凜那 女子 鹿児島県 鳳凰高等学校

小山 みのり 女子 沖縄県 沖縄尚学高等学校

名倉 万稀 女子 愛知県 森林ロングウッドTC

樋口 眞葵 女子 群馬県 MAT Tennis Academy

小島 陽菜 女子 東京都 白鵬女子高等学校

森下 結葵 女子 三重県 三重グリーンテニスクラブ

藤井 柑奈 女子 大阪府 モリタテニス企画
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