
男子
推薦順位氏名 所属 氏名 所属 ランキング

1 飯泉 涼 CSJ 加藤木 塁 埼玉平成高 63
2 石井 涼太 INABA TS 村松 陸 東京学館浦安高 84
3 青木 一晟 荏原SSC 鈴木 久統 荏原SSC 124
4 森田 皐介 一筆TC 間中 啓 秀明英光高 147
5 松尾 滉哉 KCJTA 小林 良徳 KCJTA 162
6 倉持 英希 自由ガ丘インターナショナルTCO 中 基 昭和の森ジュニアTS 167
7 三田 陽輝 グリーンテニスプラザ 小泉 煕毅 赤城アカデミーさくら野火止 168
8 小澤 夏輝 TENNIS SUNRISE 岡崎 開 自由ガ丘インターナショナルTCO 185
9 齋藤 成 葉山TC 青木 健登 宇都宮TC 204
10 村上 直樹 ALWAYS TS 若尾 颯馬 ALWAYS TS 221
11 相原 綾介 N・CSP 松﨑 要喬 TAI TS 277
12 篠田 玲 ミナミグリーンTC 芝崎 竜馬 MAT　Tennis　Academy 280
13 中澤 兼心 エストTC 玉木 快征 エストTC 282
14 渡辺 莞 吉田記念テニス研修センター 飯田 翔 NJ TC 290
15 上野山 大洋 上野山TS 駒形 怜哉 TEAM YONEZAWA 315
16 柴﨑 充志 東海大学菅生高 木村 優希 昭和の森ジュニアTS 331
17 樋口 葵伊 かえつ有明中 八幡 諒 かえつ有明中 344
18 金田 拓渡 松原TC印西 中台 凱翔 ルネサンス鷹之台TC 357
19 齋藤 航生 北柏TC 飯田 康介 SYSTC 382
20 甲賀 翼 プラスαTCO 五十公野巧 浦和パークTC 387
21 望月 滉太郎 湘南工科大学附属高 庄子 大慎 湘南ジュニアテニスアカデミー 404
22 野村 侑平 たちかわジュニアテニスアカデミー 勝田 匠 日本大学第三中 418
23 臼井 歩 日本大学第三中 臼井 匠 日本大学第三中 432
24 中野 龍一郎 Team YUKA 髙橋 栄吉 横須賀TC 433
25 高木 凌 ISHII TENNIS ACADEMY 中込 颯馬 ISHII TENNIS ACADEMY 466
26 葛生 哉汰 MAT Tennis Academy 片柳 敬翔 MAT Tennis Academy 596
27 田中 駿介 KION千葉 広瀬 継之助 KION千葉 612
28 井上 啓太郎 武蔵野ドームTS 小川 怜 成城ジュニアテニスアカデミー 614
29 亀井 泰造 アウリンTC 篠田 悠作 アウリンTC 706

女子
1 金子 さら紗 たちかわジュニアテニスアカデミー 毛呂 彩音 たちかわジュニアテニスアカデミー 115
2 西村 瑠生 ノア・インドアステージ国分寺 近藤 佳怜 トータルテニスアカデミー 135
3 内島 舞子 昭和の森ジュニアTS 西 飛奈 昭和の森ジュニアTS 185
4 真野 玲音 パームインターナショナルテニスアカデミー 大河原 彩楽沙 リビエラ逗子マリーナTS 185
5 青木　 さち ミナミグリーンTC 白石 有香莉 宇都宮TC 192
6 金津 春杏 リーファインターナショナルテニスアカデミー 坂本 菖 たちかわジュニアテニスアカデミー 199
7 惣福 結香 町田ローンTC 石井 花音 ファーイーストジュニアテニスアカデミー 226
8 河野 瑞生 U.T.PあたごTC 佐久間 ひなた U.T.PあたごTC 237
9 中込 笑愛 ISHII TENNIS ACADEMY 中山 桜季 ロイヤルSCTC 259
10 内田 碧 コートピア大泉TC 宮地 蘭 ビッグKテニス 267
11 冨田 夕夏 パームインターナショナルテニスアカデミー 宮 亜美 Team YUKA 280
12 木津 結依葉 アポロコーストTC 宮本 幸奈 Ken's Narita Junior Project 308
13 阿部 咲良 一筆TC 丸山 鈴葉 エストTC 310
14 加藤 英佳 グリーンテニスプラザ 伊藤 汐里 グリーンテニスプラザ 310
15 齋藤 愛里沙 あじさいMTCアカデミー 兵藤 弥友羽 あじさいMTCアカデミー 311
16 鳴島 未夢 たちかわジュニアテニスアカデミー 小島 侑果 たちかわジュニアテニスアカデミー 337
17 大沼 愛弥 Team YUKA 高橋 礼奈 大島フラワーテニスガーデン 338
18 小早川 栞南 荏原SSC 冨永 栞 荏原SSC 341
19 井實 彩乃 三田国際学園 澤田 佳子 ノア・インドアステージ国分寺 409
20 内田 結菜 むさしの村ローンTC 小島 彩那 グリーンテニスプラザ 425
21 松田 絵理香 レニックスTS 池田 涼子 YSC 426
22 鈴木 藍 一筆TC 福井 順子 一筆TC 432
23 西野 菜穂 フミヤエース市川テニスアカデミー 石井 さやか Team REC 464
24 勝見 幸璃 MAT Tennis Academy 関口 裕望 高崎TC 530
25 萩島 礼愛 有明ジュニアテニスアカデミー 会田 京叶 有明ジュニアテニスアカデミー 719
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