
15才以下男子

藤本　理功 塚本　真崇

藤本 ラスタットTC 福島 塚本 ラスタットTC 窪田
福島　正晃 6464 窪田　昂史 76(7)75

藤本 ACE　TC　大阪 渡邉 谷畑 A&N 角南
6063 渡邉　脩真 6262 6161 角南　凌 6064

香村 ラスタットTC 渡邉 谷畑 ラスタットTC 角南
香村　謙水 6161 谷畑　幸洋 7561
LYNX　TA テンITF

森　郁人

俣野 Wacc奈良 森
俣野　雅仁 6060

浜本 丸亀TC 長尾
6361 長尾　治紀 644661

浜本 ラスタットTC 長尾
浜本　直弥 633661

Tennis　Support　梅塾

15才以下女子

堀家　那奈 藤田　真由

二宮 丸亀TC 堀家 山本 TEAM YUKA 藤田
二宮　茉子 6164 山本　未来 76(5)2662

二宮 Fun　To　Play　Tennis　Factory 堀家 山本 名古屋LTC 藤田
中新ゆずりは 6263 6162 長尾　怜奈 6162

市原 ACE TC 中新 長尾 コスパ八尾南 中村
市原　小梅 6275 中村　明空歩 366264
フォーレスト 小西TS

大平　一花

蘆田 ローランギャロ 大平
蘆田　和奏 6162

石田 トップラン 大平
6264 石田　紗矢 6175

石田 GETT 折阪
折坂　優羽 6063
LYNX　TA
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76(3)63



12才以下男子

二條　慧太 吉田　貴史

向 アップデイト 二條 間 プレスパティオTC 吉田
向　奏太 6161 間　悠登 6260

向 A&F 二條 間 泉ヶ丘TC 大浦
6261 幡原　創 6162 6263 大浦　蒼唯 6263

幡原 グリーンTS 桑原 岸田 A&F 大浦
桑原　羽右 6260 岸田　拓真 6363

ルーセントジュニアTA サニーTC

竹本　時士 廣瀬　勇太

高橋 屋島TC 竹本 池畠 PDT 安藤
高橋　央太郎 6062 安藤　大貴 466363

住田 西宮TC 竹本 池畠 ルーセントジュニアTA 駒田
6475 岡橋　優希 6375 7575 大下　遥希 6463

住田 TCコスパ八尾南 岡橋 大下 Scratch 駒田
住田　涼成 6161 駒田　瑛人 6161
みなみ坂TS ラボキッズジュニア

土谷　星 西山　大和

栗田 A&F 土谷 谷 ラスタットTC 西山
栗田　昇栄 6060 谷　琉成 6261

井上
HIROテニスカレッ

ジ 土谷 渡邉 A&F 額田

6363 井上　巧都 6163 6060 渡邉　栞太 7563
井上 TOALSONジュニアTA 片山 渡邉 テンションTC 額田

片山　咲風 6364 額田　賢和 6362
ラスタットTC サン城陽TC

宮本　浩弥 武井　真樹

山本 ラスタットTC 宮本 溝手 A&F 武井
山本　能亜 6263 溝手　倫太朗 6060

香川 西宮TC 宮本 岡 everyTC 武井
尾崎　奏多 7562 366264 橋本　明篤 6060

香川 ラボキッズジュニア 尾崎 岡 ラボキッズジュニア 橋本
香川　荘太 6362 岡　海翔 6061

PDT フォーレスト

642666(2-3RET)
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12才以下女子

大井川　鈴奈 小谷　心結

森 プレスパティオTC 大井川 田口 ノアTA神戸垂水 小谷
森　美遥 6160 田口　桜 6062

森 Wacc奈良 大井川 立花 Scratch 小谷
6362 木場　美菜未 6162 76(3)63 立花　舞乃 6261

木場 トップラン 淵崎 立花 Noah IS　宝塚 関内
淵崎　絢 6162 関内　優衣 6363
屋島TC SASC

小島　詠 五藤　玲奈

樽床 プレスパティオTC 小島 大西 ラスタットTC 五藤
樽床　風音 6060 大西　加優 6062

高原 ラスタットTC 小島 大西 ホリゾン 五藤
6461 荒川　愛子 6362 6160 阿部　千春 6462

高原 A&F 荒川 阿部 丸亀TC 田崎
高原　彩音 6063 田崎　菜々美 6061

屋島TC ノアTA神戸垂水
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