
◎ 10歳以下女子（グリーンボール）
お名前 所属 写真掲載

立川 侑佳 アクロステニスアカデミー 承諾
飯塚 菜々子 グリーンテニスプラザ 断る
吉田 未幸 三芳ジュニアテニスアカデミー 承諾
鷹野 咲 三芳ジュニアテニスアカデミー 承諾
三好 望結 戸田市スポーツセンター 承諾
小林 璃多 みんなのテニス 承諾

◎ 10歳以下男子（グリーンボール）
お名前 所属 写真掲載

吉田 祐人 テニススタジオ川口 承諾
小美野 瑛喜 グリーンテニスプラザ 承諾
吉武 佑真 竹の塚インドアスポーツプラザ 承諾
林 英甫 レイムテニスセンター 承諾
野口 洸瑛 エルヴェ 承諾
松本 千滉 レイムテニスセンター 承諾
古川 颯真 川口市テニス協会 承諾
引田 真司 グリーンテニスプラザ 承諾
髙山 泰輝 みんなのテニス 承諾
海野 快絃 みんなのテニス 承諾
清水 太陽 川口市テニス協会 承諾
鈴木 央志郎 松戸テニスクラブ 承諾
伊藤 壱仁 バンデテニスアカデミー 承諾
落合 龍誠 承諾
白居 希空 バンデテニスアカデミー 承諾
山田 悠生 グリーンテニスプラザ 承諾
末光 優聖 川口市テニス協会 承諾
森 瑞希 芝中央小テニス 承諾
渡邉 良太 芝中央小テニス 承諾
吉田 伊織 芝中央小テニス 承諾
小嶋 彬斗 ダンロップスポーツクラブ川口 承諾

◎ 12歳以下女子（グリーンボール）
お名前 所属 写真掲載

扇本 絆那 エルヴェ 承諾
弘中 あや萌 ラブオール 承諾
浅見 茉凛 みんなのテニス 承諾
小嶋 唯花 ダンロップスポーツクラブ川口 承諾

◎ 12歳以下男子（グリーンボール）
お名前 所属 写真掲載

柳川 颯太 みんなのテニス 承諾
柿脇 倫太郎 グリーンテニスクラブ 承諾
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◎ 12歳以下女子（イエローボール）
お名前 所属 写真掲載

高橋 七帆 グリーンテニスプラザ 承諾
阿藤 英 テニスクラブNASこしがや 承諾
大谷 理紗 三芳ジュニアテニスアカデミー 承諾
大城 紗希 アクロステニスアカデミー 承諾
大野 愛 与野テニスクラブ 承諾
鹿渡 さくら グリーンテニスプラザ 承諾
石川 友莉菜 戸田市スポーツセンター 承諾
佐藤 一椛 みんなのテニス 承諾
坂本 寧々 みんなのテニス 承諾
荒井 柑奈 みんなのテニス 承諾
武元 陽菜乃 三芳ジュニアテニスアカデミー 承諾
水野 寧々 エルヴェ 承諾
浅倉 希依良 川口市テニス協会 承諾
木村 彩七 グリーンテニスプラザ 承諾
河野 凛々子 レイムテニスセンター 承諾

◎ 12歳以下男子（イエローボール）
お名前 所属 写真掲載

河村 恵吾 与野テニスクラブ 承諾
三浦 悠安 NSKジュニアクラブ 承諾
安田 達哉 テニススタジオ川口 承諾
石合 琉太 グリーンテニスプラザ 承諾
村瀬 龍舷 アクロステニスアカデミー 断る
石原 望 アクロステニスアカデミー 承諾
鈴木 嘉澄 アクロステニスアカデミー 承諾
竹山 文人 レイムテニスセンター 承諾
花岡 玲欧 アクロステニスアカデミー 承諾
鷹野 亘 三芳ジュニアテニスアカデミー 承諾
生見 誠裕 NSKジュニアクラブ 承諾
奈良橋 昂音 テニスクラブNASこしがや 承諾
望月 隆ノ介 テニスクラブNASこしがや 承諾
田中 海吏 アクロステニスアカデミー 承諾

◎ 15歳以下女子（イエローボール）

お名前 所属 写真掲載
弘中 なつ萌 ラブオール 承諾
山根 千穂 小谷場中学校 承諾
佐藤 美姫 小谷場中学校 承諾
今井 花菜 小谷場中学校 承諾
高橋 陽菜乃 H.Y.S 承諾
光山 希 浦和中学校 承諾
浅倉 依玲奈 春日部共栄中学校 承諾



◎ 15歳以下男子（イエローボール）
お名前 所属 写真掲載

仁島 輝 青木中学校 承諾
生井 貴裕 青木中学校 承諾
佐藤 千紘 城北埼玉中学校 承諾
野口 匠瑛 鳩ケ谷中学校 承諾
森口 尚吾 南中学校 承諾
小栗 聖碁 グリーンテニスプラザ 承諾
酒本 逸生 城北埼玉中学校 承諾
木村 颯海 吉田記念テニス研修センター 断る
中河原 悠 東京成徳大学中学校 承諾
石川 理仁 戸田市スポーツセンター 承諾
大菅 純之介 青木中学校 承諾
井本 凪翔 レイムテニスセンター 承諾
野口 悠斗 エルヴェ 承諾
外崎 匠真 みんなのテニス 承諾
山下 遼弥 小谷場中学校 承諾
諸岡 良亮 城北埼玉中学校 承諾
賴 晃太郎 浦和中学校 承諾
森 颯太 浦和中学校 承諾
関根 尚之 浦和中学校 承諾
大崎 光生 浦和中学校 承諾
石田 大葵 上尾テニスクラブ 承諾
水野 然太 青木中学校 承諾
岡村 優磨 城北埼玉中学校 承諾
澤井 我空 城北埼玉中学校 承諾
白鳥 翔大 青木中学校 承諾
田部井 慎介 浦和中学校 承諾
栗原 結人 浦和中学校 承諾
榎本 陽真 浦和中学校 承諾


