
1 宮下 壱那 Papillon

2 矢原 瑛礼亜 TEAM KIT

3 小木 麻央 ファミリーITS

4 土屋 叶 三条ファミリーTC

5 松山 千夏 m＆m JTA

6 皆瀬 ちひろ 三条ファミリーTC

7 山本 真歩 津幡ジュニア

8 山崎 穂実 津幡ジュニア

9 岩崎 真菜 津幡ジュニア

10 阿部 くるみ ファミリーITS

11 金盛 帆花 魚津市テニス協会

12 阿部 みのり m＆m JTA

13 高波 美帆 三条ファミリーTC

14 田中 千尋 荒神山テニススクール

15 小林 優樹奈 m＆m JTA

2月19日(日)

少女シングルス(12歳以下)



1 田畑 知佳 STT

2 中嶋 歩実 BROS TC

3 山崎 優里愛 NTA

4 青木 陽菜乃 BROS  TC

5 前田 紗知 津幡ジュニア

6 伊藤 叶 Z-ll 

7 田中 柚葉 荒神山テニススクール

8 小山 瑞月 柿崎テニスクラブ

9 古屋 虹花 TEAM KIT

10 山田 涼楓 荒神山テニススクール

11 小林 心遥 YeLL

少女シングルス(14歳以下)



1 竹内 瑠那 屋代高等学校附属中学校

2 内山 莉緒 屋代高等学校附属中学校

3 徳原 彩那 m＆m JTA

4 宮澤 福奈 m＆m JTA

5 上田 晴菜 大林TS

6 関 心花 m＆m JTA

少女シングルス(16歳以下)



1 伊野 輝龍 TeamTAKUO

2 前田 昴 ｲﾗｺﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ軽井沢

3 高山 了丞 ｲﾗｺﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ軽井沢

4 加藤 伸明 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

5 石蔵 晴 Papillon

6 青木 宗史郎 ブロス ＴＣ

7 木村 玲汰 荒神山TS

8 竹内 計登 m＆m JTA

9 井出 暁 m＆m JTA

10 百瀬 己翔 TTZ

11 上野 瑠斗 ﾌｧｰｽﾄﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

少年シングルス(12歳以下)



1 田畑 龍成 ﾌｧﾐﾘｰｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ

2 宮原 樹 m&mJTA

3 矢原 青空 TEAM KIT

4 赤沼 逢兜 m &m JTA

5 小口 瑞生 TTZ

6 白砂 海翔 ファーストTA

7 皆瀬 敏也 三条ファミリーTC

8 渡部 颯介 寺泊FTC

9 田中 克征 ｲﾗｺﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ軽井沢

10 伊藤 僚之介 BROS TC

11 瀧本 翔 TTA

12 堀川 朝陽 BROS TC

13 三好 慶 さくらテニスガーデン

14 阿部 耕大 ファミリーITS

15 宮崎 舜也 teamHERO

16 赤井 陽翔 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

17 中原 冬真 マリンブルーTS

18 藤田 飛源 m＆m JTA

少年シングルス(14歳以下)



1 小木 健太朗 ファミリーITS

2 佐藤 陸皇 m＆m JTA

3 古田 龍之介 STT

4 小牧 英心 STT

5 小出 諒人 ファミリーＩＴＳ

6 加藤 雄志 m＆m JTA

7 青木 潤之介 三条ファミリー  TC

8 原山 将豪 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

9 板坂 翼 津幡ジュニア

10 松岡 拓夢 team ＨＥＲＯ

11 永樂 亮介 JSSジャンボITS

12 小林 優和 TTA

少年シングルス(16歳以下)


