
１４歳以下男子 アクセプタンスリスト

シード 番号 選手名 地域 所属

1 1 鈴木 琉斗 関西 TCｺ･ｽ･ﾊﾟ八尾南

2 2 田畑 遼 関東 むさしの村ﾛｰﾝTC

3 3 松村 怜 東海 あおやま庭球塾

4 4 義基 耀 東海 三重GTC

5 5 駒田 瑛人 関西 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞJr

6 6 戸邉 悠真 関東 吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ 

7 7 山内 結月 関東 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA

8 8 川西 飛生 北信越 TEAM KIT

9 荒木 聖琉 北海道 DJTT

10 原中 景音 北海道 あけぼのTC

11 中村 匡尚 東北 岩手中学校

12 高野 洸平 東北 GASC　TT

13 源 拓真 北信越 TEAM KIT

14 阿部 素晴 東海 ﾜﾀﾅﾍﾞﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ

15 中川 琉成 中国 ｱｻﾋTC

16 渡邉 栞太 中国 Ｔｅｎｓｉｏｎ

17 香川 荘太 四国 pdt

18 長尾 冠奎 四国 SKOP

19 古川 蒼空 九州 ｼｰｶﾞｲｱTA

20 太田 周 九州 長崎TLD

21 櫻井 義浩 関東 SYS TC

22 高橋 央太郎 関西 First-J

23 今井 力輝 東海 HIDE TA

24 佐藤 夏向 関東 吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ 

25 安藤 大和 九州 Ｊ STRUCT

26 安生 竜輝 関東 宇都宮ｻﾝTC

27 三好 碧生 関西 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE

28 小林 兼輔 関東 桜田倶楽部 

29 辻本 悠嗣 北信越 GETT

30 尾崎 奏多 関西 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞJr

31 加藤 慶 東海 袋井ｸﾗｳﾝｸﾗﾌﾞ

32 勘米良 羚 九州 RKKﾙｰﾃﾞﾝｽTC

補欠 33 安藤 翼 関東 TEAM YONEZAWA町田 

補欠 34 柳 宏優 関東 MAT Tennis Academy 

補欠 35 中富 奏太 関西 星田TC
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１4歳以下女子 アクセプタンスリスト

シード 番号 選手名 地域 所属

1 1 小坂 莉來 関西 LYNX TA奈良

2 2 市岡 梓奈 関東 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 

3 3 上村 睦実 東海 名古屋LTC

4 4 山髙 心慎 九州 佐世保LTC

5 5 早坂 来麗愛 東北 ｳｲﾆﾝｸﾞｼｮｯﾄ

6 6 堀口 藍未 九州 ROUGH福岡

7 7 布川 優 関東 大磯TA

8 8 山本 晄 関東 MAT Tennis Academy 

9 丸岡 幸代 北海道 きたひろﾃﾆｽﾎﾟﾀ

10 小田島 衣吹 北海道 宮の森SC

11 宇田 芽衣 東北 ｳｲﾆﾝｸﾞｼｮｯﾄ

12 奥出 彩帆 北信越 今立TC

13 徳本 芙優 北信越 FUKUI.JTT

14 山本 陽毬 東海 ｱｲTC

15 成澤 寿珠 関西 吉野ﾃﾆｽ企画

16 池田 花珠 中国 ﾗｽﾀｯﾄTC

17 渡辺 葵依 中国 ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

18 阿部 千春 四国 丸亀TC

19 窪田 結衣 四国 愛媛ﾄﾚｾﾝ

20 有馬 璃音 関東 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ 

21 上方 璃咲 関東 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ 

22 森下 結有 東海 三重GTC

23 玉木 梨緒 関東 CSAT 

24 島村 桜良 関東 与野TC

25 藤井 小夏 関西 LYNX TA奈良

26 日下部 光優 関東 SYT 月見野TS

27 野口 妃与里 東北 ｳｲﾆﾝｸﾞｼｮｯﾄ

28 石井 心菜 関東 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 

29 中尾 陽花 東海 ﾁｪﾘｰTC

30 三橋 柑愛 関東 ｻﾑﾗｲPAL 

31 沢代 榎音 関東 H.Y.S 

32 小林 柚葵 関東 荏原SSC 

補欠 33 荒川 愛子 関西 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞJr

補欠 34 中山 結菜 東海 四日市TA

補欠 35 宇都宮 早絵 九州 TC μ
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１2歳以下男子 アクセプタンスリスト

シード 番号 選手名 地域 所属

1 1 安藤 大貴 関西 ﾙｰｾﾝﾄJrｱｶﾃﾞﾐｰ

2 2 川口 孝大 関東 はちおうじ庭球塾

3 3 石井 千博 関東 美浜ﾃﾆｽｶﾞ-ﾃﾞﾝ

4 4 大垣 心太郎 関西 INOUE TA

5 5 橋本 大輔 関東 善福寺公園TC

6 6 松岡 朔杜 東海 チェリーＴＣ

7 7 山口 芽輝 九州 ﾁｰﾑｴﾘｰﾄ

8 8 遠藤 栞吾 関東 荏原SSC

9 三浦 陽 北海道 ｽｳｨﾝｸﾞ89

10 小澤 奏斗 北海道 ｽｳｨﾝｸﾞ89

11 福井 悠生 東北 ｳｲﾆﾝｸﾞｼｮｯﾄ

12 高木 大輔 東北 GASC　TT

13 竹内 聡 北信越 TEAM KIT

14 角谷 宙希 北信越 GETT

15 寺澤 想人 東海 ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ

16 髙森 太吏郎 中国 たけなみＴＡ

17 大平 晴仁 中国 ｱｻﾋＴＣ 

18 阿部 煌大 四国 丸亀TC

19 岩城 遼 四国 ﾊｯﾋﾟｰ

20 中村 雅史 九州 ﾙｰｾﾝﾄTC熊本

21 吉田 律空 関西 宝塚TCO

22 石崎 葵已 関東 Team REC

23 松村 侑 東海 あおやま庭球塾

24 𠮷𠮷田 未杜 九州 ﾁｰﾑT4

25 川村 准椰 関東 はちおうじ庭球塾

26 関口 慧 関東 MAT tennis Academy

27 平野 悠大 関西 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE

28 松尾 拓時 関東 TEAM YONEZAWA横浜

29 石井 源 東海 ﾁｪﾘｰＴＣ岐阜

30 近野 司樹 関東 龍Tennis

31 濵田 隼 九州 ﾗｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC

32 寺内 龍大 関東 TEAM YONEZAWA横浜

補欠 33 堀場 琉之介 関西 TCｺ･ｽ･ﾊﾟ八尾南

補欠 34 鹿内 遥介 関東 三菱養和TS

補欠 35 三木 慶至 東海 ﾜﾀﾅﾍﾞﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ
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１2才以下女子 アクセプタンスリスト

シード 番号 選手名 地域 所属

1 1 佐脇 京 関東 東京都ﾃﾆｽ協会

2 2 色川 渚月 関東 CSJ

3 3 杉山 仁菜 関東 ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA

4 4 西脇 美結 関西 TCｺ･ｽ･ﾊﾟ三国ヶ丘

5 5 田村 玲奈 関東 ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC

6 6 若菜 蘭 東海 三重GTC

7 7 古谷 はんな 関東 JITC

8 8 田之上 心咲 関東 吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

9 行方 ゆな 北海道 ｳｲﾝｸﾞ

10 藤原 有梨沙 北海道 UFO

11 渋谷 月姫 東北 ﾘﾍﾞﾛSC

12 奥山 し渚 東北 近江ＴＣ

13 山﨑 優里愛 北信越 NTA

14 佐々木 美早 北信越 T&S新発田ITS

15 鈴木 美波 東海 Wish TC

16 塩見 渚 関西 ﾉｱTA垂水

17 藤山 羽優 中国 やすいそ庭球部 

18 五藤 里保 中国 ﾗｽﾀｯﾄＴＣ 

19 篠原 絢 四国 ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙＴＡ愛媛

20 山中 星來 四国 愛媛ﾄﾚｾﾝ

21 松永 凛 九州 RKKﾙｰﾃﾞﾝｽTC

22 武藤 茉里 九州 福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸTA

23 衛藤 望七 関西 四ノ宮TC

24 佐藤 莉子 東海 ｳｨﾙＴＡ瀬戸

25 小野 果南 関東 ﾛｲﾔﾙSCTC

26 都丸 凛 関東 荏原SSC

27 永倉 聖理奈 中国 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 

28 吉田 真維花 関東 JITC

29 川中 一花 関西 TKCJrｱｶﾃﾞﾐｰ

30 勝瑞 理子 関東 Team REC

31 岩佐 心優 関東 ｺｰﾄﾋﾟｱ大泉TC

32 森下 日葵 東海 三重GTC

補欠 33 川鍋 梨心 関東 有明JTA

補欠 34 羽生田 杏 関東 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 

補欠 35 佐藤 怜 関西 ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC
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