
14歳以下男子

山内　渉 大島　望

森 愛媛トレセン 山内 荒木 屋島TC 大島

森　一樹 荒木　華之琉 6060

森 Wacｃ　奈良 谷口 TEAM KOMADA 大島

6161 吉田　壮汰 6160 松末　陽人 5721

松尾 宝塚TCO 吉田 谷口 テニスプラザ尼崎 松末 RET

松尾　晃汰 6461 谷口　和輝 6264

トキワテニスクラブ GETT

Dブロック

田中　佑 三宅　凌平

松浦 GETT 田中 中西 TEAM　KOMADA 三宅

松浦　諄成 6062 中西　希平

松浦 グリーンベアーズ 田中 二條 LYNX Tennis Academy 三宅

6461 岸井　颯汰 6263 6462 井林　奏斗 645761

坂本 TEAM　STUFF 岸井 二條 スポーツドームエアーズ 井林

坂本　夢希 6160 二條　昴佑 755775

愛媛トレセン アップデイト

岸井 6161 松浦

田中 6063 坂本

14歳以下女子

Bブロック

大平　一花 松下　千織

菅 丸亀TC 大平 松下 山田TC 村上

菅　日向 村上　想 6063

菅 テニスエナジー 矢羽田 上江瀧 テニスエナジー 村上

6361 近藤　唯 6062 76(2)61 大山　華歩 6475

近藤 愛媛トレセン 矢羽田 上江瀧 TENNIS SUPPORT ”梅塾” 大山

矢羽田　菜月 6163 上江瀧　桃花 6463

トップラン ニックインドアテニスカレッジ

Dブロック

古川　真琴 田邑　来未

古川 MSサウサリート 田中 堀 城南学園 田邑

田中　藍衣 6462 堀　葵 7560

古川 テニスアリーナガーデン 田中 高増 屋島TC 田邑

6260 唐津　里渚 76(4)64 藤本 夏菜 6362

唐津 トップラン 伊藤 高増 MTSジュニアアカデミー 藤本

伊藤　あおい 6460 高増　紗也香 6362

チェリーTC 酒井テニス企画

12歳以下男子

Bブロック

山本　慎之介 山本　夏生

鈴木 スフィーダTC 山本 石綿 テンITF 山本

鈴木　瑛翔 6062 石綿　凌空 6060

窪田 リアンテニスチーム 山本 幣 愛媛トレセン 山本

6262 窪田　昴史 7562 6175 幣　慎之介 6261

窪田 テニスエナジー 河田 幣 テニスガーデン高槻 藤本

河田　健太 7563 藤本　理功 6360

TEAM　KOMADA ラスタットTC

Dブロック

唐津　裕貴 楠　波琉音

長尾 トップラン 唐津 楠 屋島TC 福家

長尾　治紀 6260 福家　璃音 366463

長尾 ラスタットTC 唐津 楠 宝塚TCO 塚本

6160 田中　絢貴 6263 6263 三木　捷照　 6164

中井 C's　RACQUET　CLUB 田中 三木 TEAM　KOMADA 塚本

中井　智風 6164 塚本　真崇 6362

YY　Kids　松江 ラスタットTC

67(4)6362

366164

752663

632676(4)

Bブロック

Cブロック

Cブロック

Aブロック

Aブロック

Cブロック

Aブロック



12歳以下女子

Bブロック

木下　晴結 市原　小梅

中村 香里グリーンTC 木下 山根 フォーレストTC 市原

中村　明空歩 6060 山根　凜 6276(2)

中久木 小西テニススクール 木下 吉田 宝塚TCO 新井

6162 長井　美果 6061 6363 吉田　琴美 6461

中久木 MSサウサリート 長井 吉田 TEAM　KOMADA 新井

中久木　陽奈 6363 新井　愛梨 6160

ニックインドア くにじまTS

Dブロック

堀家　那菜 中新　ゆずりは

千葉 フォーレストTC 堀家 祖父江 トップアスリート神戸 中新

千葉　陽葵 6162 祖父江　由佳 6060

千葉 靭TS 堀家 祖父江 TEAM　KOMADA 中新

6163 菱田　奈那 6261 6160 藤森　美咲 6375

菱田 TEAM　KOMADA 西村 藤森 江坂テニスセンター 網田

西村　佳世 6162 網田　永遠希 6261

神戸LTC ラスタットTC

10歳以下男女混合

Bブロック

鈴木　琉斗 二條　慧太

橋本 TCコ・ス・パ八尾南 鈴木 尾崎 アップデイト 二條

橋本 明篤 6060 尾崎 奏多 76(2)63

岸田 ラボキッズジュニア 鈴木 尾崎 ラボキッズジュニア 荒川

6260 武井　真樹 633675 6160 菅　鼓太郎 6464

岸田 A&F 武井 菅 テニスエナジー 荒川

岸田　拓真 7562 荒川　愛子 6061

サニーTC A&F

Dブロック

大浦　蒼唯 五藤　玲奈

坂本 A&F 大浦 五藤 ラスタットTC 駒田

坂本　光音 6475 駒田　瑛人 6475

竹本 三木ロイヤルTC 大浦 五藤 ラボキッズジュニア 駒田

6062 澤　太我 6262 7561 山本　昂平 6375

竹本 ラボキッズジュニア 澤 山本 A&F 香川

竹本　時士 6063 香川　荘太

屋島TC PDTテニスクラブ

633664

Aブロック

Cブロック

Aブロック

Cブロック



14歳以下男子

山内　渉 吉田　壮汰

山内 愛媛トレセン 田中 吉田 宝塚TCO 長原

田中　佑 6262 長原　潤 6061

山内 GETT 田中 井林 ラスタットTC 松末

6461 大島　望 6360 6264 松末　陽人 6463

三宅 屋島TC 大島 井林 テニスプラザ尼崎 松末

三宅　凌平 6261 井林　奏斗 6160

TEAM　KOMADA スポーツドームエアーズ

4位リーグ

森　一樹 松尾　晃汰

谷口 Wacｃ　奈良 森 荒木 トキワテニスクラブ 松尾

谷口　和輝 6363 荒木　華之琉 6164

谷口 GETT 森 坂本 TEAM KOMADA 中西

6160 松浦　諄成 6161 6062 坂本　夢希 645776(2)

松浦 グリーンベアーズ 二條 坂本 愛媛トレセン 中西

二條　昴佑 643676(4) 中西　希平

アップデイト LYNX Tennis Academy

14歳以下女子

矢羽田　菜月 大平　一花

矢羽田 トップラン 村上 大平 丸亀TC 大山

村上　想 6276(4) 大山　華歩 6262

田中 テニスエナジー 村上 藤本 TENNIS SUPPORT ”梅塾” 伊藤

6462 田中　藍衣 6261 6262 伊藤　あおい 6461

田中 テニスアリーナガーデン 田邑 藤本 チェリーTC 伊藤

田邑　来未 6262 藤本 夏菜 621676(3)

城南学園 MTSジュニアアカデミー

4位リーグ

菅　日向 近藤　唯

菅 テニスエナジー 古川 近藤 愛媛トレセン 松下

古川　真琴 6364 松下　千織 6161

菅 MSサウサリート 上江瀧 唐津 山田TC 松下

6364 上江瀧　桃花 6463 6275 唐津　里渚 6162

高増 ニックインドアテニスカレッジ 上江瀧 唐津 トップラン 堀

高増　紗也香 76(3)3662 堀　葵 6063

酒井テニス企画 屋島TC

12歳以下男子

山本　慎之介 河田　健太

山本慎 スフィーダTC 山本夏 藤本 TEAM　KOMADA 河田

山本　夏生 6275 藤本　理功 6461

山本慎 テンITF 山本 藤本 ラスタットTC 田中

6362 唐津　裕貴 7563 田中　絢貴 166364

塚本 トップラン 唐津 福家 C's　RACQUET　CLUB 田中

塚本　真崇 6161 福家　璃音 6363

ラスタットTC 宝塚TCO

4位リーグ

窪田　昴史 中井　智風

長尾 テニスエナジー 窪田 中井 YY　Kids　松江 石綿

長尾　治紀 石綿　凌空 7562

幣 ラスタットTC 窪田 鈴木 愛媛トレセン 三木

7563 幣　慎之介 6364 6061 鈴木　瑛翔 6263

幣 テニスガーデン高槻 楠 鈴木 リアンテニスチーム 三木

楠　波琉音 366460 三木　捷照　 76(4)63

屋島TC TEAM　KOMADA

1位リーグ 2位リーグ

76(9)4663

3位リーグ

366275

3位リーグ

6464

1位リーグ 2位リーグ

3位リーグ

1位リーグ 2位リーグ



12歳以下女子

木下　晴結 長井　美果

香里グリーンTC 新井 長井 MSサウサリート 市原

新井　愛梨 市原　小梅

木下 くにじまTS 堀家 フォーレストTC 網田

WO 堀家　那菜 6460 西村　佳世 WO

中新 フォーレストTC 堀家 西村 神戸LTC 網田

中新　ゆずりは 466176(1) 網田　永遠希 76(4)63

トップアスリート神戸 ラスタットTC

西村 2616 木下 網田 6162 長井

4位リーグ

中久木　陽奈 中村　明空歩

吉田 ニックインドア 中久木 中村 小西テニススクール 山根

吉田　琴美 6361 山根　凜 6062

TEAM　KOMADA 中村 宝塚TCO 山根

千葉　陽葵 菱田　奈那 6360

祖父江 靭TS 千葉 菱田 TEAM　KOMADA 藤森

祖父江　由佳 6375 藤森　美咲 466261

TEAM　KOMADA 江坂テニスセンター

366176(8)

3657

10歳以下男女混合

鈴木　琉斗 武井　真樹

荒川 TCコ・ス・パ八尾南 鈴木 二條 A&F 武井

荒川　愛子 6060 二條　慧太 6263

駒田 A&F 鈴木 二條 アップデイト 武井

6120RET 大浦　蒼唯 6262 澤　太我 6263

駒田 A&F 大浦 香川 ラボキッズジュニア 澤

駒田　瑛人 6362 香川　荘太 6163

ラボキッズジュニア PDTテニスクラブ

4位リーグ

岸田　拓真 橋本 明篤

尾崎 サニーTC 岸田 菅 ラボキッズジュニア 橋本

尾崎 奏多 6175 菅　鼓太郎 6060

五藤 ラボキッズジュニア 竹本 坂本 テニスエナジー 山本

6161 竹本　時士 6260 6260 坂本　光音 6460

五藤 屋島TC 竹本 坂本 三木ロイヤルTC 山本

五藤　玲奈 76(5)75 山本　昂平 6476(5)

ラスタットTC A&F

1位リーグ 2位リーグ

613662

3位リーグ

6460

中久木 祖父江

吉田 千葉

1位リーグ 2位リーグ

641662 366262

3位リーグ


