
1 坂井 梨々彩 m&m　JTA

2 長谷川 笑里 荒神山テニススクール

3 飯嶋 悠衣 NTA

4 田畑 知佳 ＳＴＴ

5 宮川 真桜 ミナミグリーンテニスクラブ

6 古屋 虹花 TEAM KIT

7 山崎 優里愛 NTA

8 土田 琴羽 長岡北部ジュニア

9 生駒 琉茄 TEAM KIT

10 松木 あみ team HERO

11 藤極 叶羽 NTA

12 杉本 小茉莉 さくらテニスガーデン

13 佐々木 幸希 m&m　JTA

14 百瀬 愛莉 エムスタイルテニスアカデミー

15 宮下 壱那 Papillon

16 田中 千尋 荒神山テニススクール

17 青木 陽菜乃 BROS ＴC

18 丹下 彩佳 JSSジャンボITS

1 武田 蓮恩 エムスタイルテニスアカデミー

2 竹内 聡 TEAM KIT

3 兼田 悠生 Mスタイル

4 西尾 湊太郎 KTC

5 松木 琉偉 team HERO

6 竹内 計登 m&m須坂校

7 倉島 優太 ｍ＆ｍ佐久校

8 本間 月斗 プラスワン

9 伊野 輝龍 TeamTAKUO

10 田中 悠翔 ファミリーITS

11 斉藤 輝真 エムスタイルテニスアカデミー

12 宮坂 弐親 アリステニスクラブ

13 志水 陽奏 ＳＴＴ

14 百瀬 己翔 TTZ

15 市川 悠人 エムスタイルテニスアカデミー

16 木村 玲汰 荒神山テニススクール

17 佐藤 蒼良 荒神山テニススクール

18 丸山 蒼龍 エムスタイル

3月20日(日)　エントリーリスト

12歳以下女子

12歳以下男子



1 山田 涼楓 荒神山テニススクール

2 中嶋 千紘 東和田校

3 井出 葵 ｍ＆ｍ

4 宮澤 福奈 m&mJTA

5 小林 心遥 YeLL

6 関 心花 m&mJTA

7 宮崎 星七 NTA

8 徳原 彩那 m&m南長野

9 小池 夏美 諏訪湖の森TC

10 田中 柚葉 荒神山テニススクール

11 中嶋 歩実 BROS TC

1 内山 蓮 さくらテニスガーデン

2 宮原 樹 m&mJTA

3 赤沼 逢兜 m &mJTA 

4 加瀬 喜一郎 ファミリーITC

5 加藤 駿哉 m＆m JTA

6 倉林 優真 ease

7 源 拓真 TEAM  KIT

8 小口 瑞生 TTZ

9 川西 飛生 TEAM KIT

10 赤井 陽翔 Mスタイルアカデミー

11 宮崎 舜也 teamHERO

12 浦川 凰雅 さくらテニスガーデン

13 栗田 拓実 フリー

14 渡部 颯介 寺泊FTC

15 伏見 真人 荒神山テニススクール

16 三好 慶 さくらテニスガーデン

17 村田 悠 伊那市STT

18 青木 潤之介 三条ファミリー　ＴC

19 細谷 静希 寺泊FTC

20 戸根川 拓磨 ｍ＆ｍJTA

21 白井 佑樹 JSSジャンボITS

22 田中 克征 イラコテニスカレッジ軽井沢

23 佐藤 弘武 柏崎JTS

24 小牧 英心 STT

25 酒井 悠陽 北部ジュニア

14歳以下女子

14歳以下男子



1 渡邉 希颯 三条ﾌｧﾐﾘｰＴＣ

2 毛利 夏子 イラコテニスカレッジ軽井沢

3 嘉成 優亜 JSSジャンボITS

4 岡本 あずさ エムスタイルテニスアカデミー

5 越 彩心 ｍ＆ｍ　JTA

6 上野 依咲 ｍ＆ｍ　JTA

7 伊藤 迦音 イラコテニスカレッジ軽井沢

8 上田 晴菜 大林TS

1 野崎 大吾 TCロコモーション

2 北林 由伊 NTA

3 佐藤 航瑛 YeLL

4 飯島 大智 TTZ

5 竹村 煌 長岡北部ジュニア

6 宮澤 啓介 m&mJTA

7 伊野 裕聖 TeamTAKUO

8 田中 絢翔 ファミリーITS

9 小倉 大 マリンブルーテニススクール

10 宮坂 亜壱 アリステニスクラブ

11 天野 圭太 m＆m JTA

12 清水 天真 M-Style

13 清水 雄仁 長野日大テニス部

14 佐藤 暉浦 柏崎JTS

16歳以下男子

16歳以下女子


