
氏名 仮名 所属 MS5 1 宮本 恒 みやもと わたる 宝木塚ジュニア
MS4 1 加藤 瑛之 かとう てるゆき 宝木塚ジュニア MS5 2 馬場 翔兵 ばば しょうへい 渋谷ジュニア
MS4 2 弓削 綾登 ゆげ あやと 宝木塚ジュニア MS5 3 西沢 達也 にしざわ たつや 八王子Ｋ・Ｂ
MS4 3 平野 真咲 ひらの まさき 宝木塚ジュニア MS5 4 金本 光巧 かなもと こうた 青梅ジュニア
MS4 4 野村 歩夢 のむら あゆむ 小平ジュニア MS5 5 片原 大翔 かたはら ひろと Ｃ・Ｓ・Ａ
MS4 5 水谷 友弥 みずたに ともや 小平ジュニア MS5 6 指宿 太陽 いぶすき ひかる Ｔ・Ｉ・Ｊ
MS4 6 長岡 郁翔 ながおか いくと 小平ジュニア MS5 7 大野 天 おおの てん Ｔ・Ｉ・Ｊ
MS4 7 石野 竣大 いしの しゅんた シャトラーズ深川 MS5 8 本蔵 大誠 もとくら たいせい Ｔ・Ｉ・Ｊ
MS4 8 関根 賢明 せきね たかあき 調布ジュニア MS5 9 指宿 大空 いぶすき そら Ｔ・Ｉ・Ｊ
MS4 9 齋藤 幸希 さいとう いつき 武蔵村山ジュニア MS5 10 後藤 優陽 ごとう ゆうひ Ｔ・Ｉ・Ｊ
MS4 10 室津 悠馬 むろつ ゆうま 久松ジュニア MS5 11 鵜殿 大輔 うどの だいすけ Ｔ・Ｉ・Ｊ
MS4 11 平吹 驍 ひらぶき たける Ｔ・Ｉ・Ｊ MS5 12 猪又 紫遠 いのまた しおん 町田ジュニア
MS4 12 寺内 太吾 てらうち だいご Ｔ・Ｉ・Ｊ MS5 13 衣川 空冴 きぬがわ くうご 八王子ジュニア
MS4 13 川野辺 友太 かわのべ ゆうた Ｔ・Ｉ・Ｊ MS5 14 臼井 俊輔 うすい しゅんすけ 八王子ジュニア
MS4 14 木山 凜空 きやま りく Ｔ・Ｉ・Ｊ MS5 15 吉田 直太朗 よしだ なおたろう 金富
MS4 15 片原 拓海 かたはら たくみ Ｃ・Ｓ・Ａ MS5 16 藪田 龍一 やぶた りゅういち 武蔵村山ジュニア
MS4 16 笹川 優太 ささがわ ゆうた 青梅ジュニア MS5 17 金野 天真 こんの てんま シャトラーズ深川
MS4 17 桃井　亮磨 ももい　りょうま 練馬アドバンス MS5 18 山下 晃永 やました こうえい 小平ジュニア

MS5 19 戸村 侑翔 とむら ゆうが 小平ジュニア
種目 氏名 仮名 所属 MS5 20 山口　泉 やまぐち　いずみ 練馬アドバンス
MS6 1 伊藤 敦哉 いとう あつや 渋谷ジュニア
MS6 2 河﨑 涼平 かわさき りょうへい サザンウィングス
MS6 3 髙橋 知也 たかはし ともや Ｔ・Ｉ・Ｊ
MS6 4 田中 佑哉 たなか ゆうや Ｔ・Ｉ・Ｊ
MS6 5 荻原 貴大 おぎはら たかひろ Ｔ・Ｉ・Ｊ
MS6 6 土屋 聡史 つちや さとし 住吉ジュニア
MS6 7 堀内 樹 ほりうち いつき 八王子ジュニア
MS6 8 廣田 勇樹 ひろた ゆうき 八王子ジュニア
MS6 9 赤松 秀亮 あかまつ しゅうすけ 八王子ジュニア
MS6 10 橋村 優翔 はしむら ゆうと 小平ジュニア
MS6 11 北地 悠人 きたち ゆうと 小平ジュニア
MS6 12 狩野 慶喜 かのう よしのぶ 武蔵村山ジュニア
MS6 13 新井 拓明 あらい たくあき 武蔵村山ジュニア
MS6 14 新納 拓実 にいろ たくみ 武蔵村山ジュニア
MS6 15 遠藤 康匡 えんどう やすまさ 調布ジュニア
MS6 16 山﨑　琢磨 やまざき　たくま 練馬アドバンス

関東予選会　参加者名簿　シングルス



WS4 1 山口 祐香 やまぐち ゆか 渋谷ジュニア WS6 1 木山 琉聖 きやま るい Ｔ・Ｉ・Ｊ
WS4 2 佐藤 ひより さとう ひより 渋谷ジュニア WS6 2 福井 菜穂子 ふくい なおこ Ｔ・Ｉ・Ｊ
WS4 3 神尾 朱理 かみお あかり 小平ジュニア WS6 3 松尾田 杏奈 まつおだ あんな Ｔ・Ｉ・Ｊ
WS4 4 入澤 美空 いりさわ みく 小平ジュニア WS6 4 池内 聖奈 いけうち せいな 有馬シャトル
WS4 5 橋村 妃翔 はしむら ひめか 小平ジュニア WS6 5 冨士山 もえ ふじやま もえ 町田ジュニア
WS4 6 金田 ゆめ かねだ ゆめ シャトラーズ深川 WS6 6 尾崎 乃彩 おざき のあ 町田ジュニア
WS4 7 金岡 薫 かなおか かおる 八王子ジュニア WS6 7 鶴岡 美花 つるおか みか 八王子ジュニア
WS4 8 小杉 夏葉 こすぎ なつは 宝木塚ジュニア WS6 8 樋爪 りんご ひづめ りんご シャトラーズ深川
WS4 9 玉木 亜弥 たまき あや たなしＭＡＸ WS6 9 植木 彩 うえき あや シャトラーズ深川
WS4 10 石川 乃乃葉 いしかわ ののは たなしＭＡＸ WS6 10 高橋 鈴音 たかはし すずね 豊島シャトルズ
WS4 11 比留間 美尋 ひるま みひろ サザンウィングス WS6 11 野村 優那 のむら ゆな 小平ジュニア
WS4 12 森 美葡 もり みぶ サザンウィングス WS6 12 皆川 茉綾 みながわ まや 小平ジュニア
WS4 13 佐伯　雛恵 さえき　ひなえ 練馬アドバンス WS6 13 鈴木 優海 すずき うみ 宝木塚ジュニア

WS6 14 土屋 佳鈴 つちや かりん 宝木塚ジュニア
WS5 1 佐藤 美海 さとう みみ Ｔ・Ｉ・Ｊ WS6 15 小杉 南未 こすぎ みなみ 宝木塚ジュニア
WS5 2 小林 朱莉 こばやし しゅり 町田ジュニア WS6 16 坂本 みゆき さかもと みゆき たなしＭＡＸ
WS5 3 保谷 那珠羽 ほたに なずは 町田ジュニア WS6 17 小掠 鈴穏 おぐら りおん つきいちジュニア
WS5 4 三橋 史果 みつはし ふみか 八王子ジュニア WS6 18 長谷見 さくら はせみ さくら 八王子Ｋ・Ｂ
WS5 5 河内 愛紗 かわち あいしゃ シャトラーズ深川 WS6 19 森山 悠羽 もりやま ゆう 青梅ジュニア
WS5 6 髙井 楓夏 たかい ふうか 根岸ジュニア WS6 20 山口 ひかり やまぐち ひかり サザンウィングス
WS5 7 後藤 里菜 ごとう りな 豊島シャトルズ WS6 21 碓氷 瑠菜 うすい るな 池上ジュニア
WS5 8 稲留 千咲 いなどめ ちさ 豊島シャトルズ WS6 22 畠山 三奈 はたけやま みな ソレイユＢ・Ｃ
WS5 9 髙野 来蒔 たかの こまき 小平ジュニア WS6 23 堤 まゆき つつみ まゆき ＰＩＸＹ葛西
WS5 10 小原 未空 こはら みく たなしＭＡＸ
WS5 11 隅田川　花凛 すみだがわ　かりん 練馬アドバンス
WS5 12 根岸　沙羅 ねぎし　さら 練馬アドバンス
WS5 13 櫻井　愛実 さくらい　まなみ 練馬アドバンス



MD4 1 下川 璃久 しもかわ りく 渡邉 悠至 わたなべ ゆうし 青梅ジュニア
2 鈴木 泰芽 すずき たいが 福島 幸輝 ふくしま こうき たなしＭＡＸ
3 深尾 優太 ふかお ゆうた 佐藤 策太 さとう さくた 宝木塚ジュニア
4 関口 快斗 せきぐち かいと 中川 隆一郎 なかがわ りゅういちろう 小平ジュニア
5 城戸 友翔 きど ゆうと 和川 竜也 わがわ たつや 小平ジュニア
6 猪瀬 晴翔 いのせ はると 戸村 光希 とむら ひかる 小平ジュニア
7 平本 聡太 ひらもと そうた 近藤 浩孝 こんどう ひろたか シャトラーズ深川
8 高田 幹樹 たかだ もとき 小坂部 瑛太 こさかべ えいた シャトラーズ深川
9 小出 公成 こいで きみなり 吉岡 響 よしおか ひびき 住吉ジュニア
10 須崎 渉吾 すざき しょうご 野口 馳矢 のぐち としや 町田ジュニア
11 川俣 匠十 かわまた たくと 宇井 誠吾 うい せいご 有馬シャトル
12 本橋 幹大 もとはし みきひろ 高柳 祐希 たかやなぎ ゆうき サザンウィングス
13 木村 海帆 きむら かいほ 三ツ橋 和音 みつはし かずね 国分寺ジュニア

MD5 1 野口 駿平 のぐち しゅんぺい 柳川 瑠生 やながわ るい たなしＭＡＸ
2 平塚 颯人 ひらつか はやと 塩谷 禮 しおや れい たなしＭＡＸ
3 篠原 仙一 しのはら せんいち 青木 洸明 あおき こうめい 小平ジュニア
4 堤 誠矢 つつみ せいや 倉ケ崎 遼 くらがさき りょう 小平ジュニア
5 矢部 優空 やべ ゆら 小宮 大空 こみや ひろたか 国分寺ジュニア
6 前田 知輝 まえだ ともき 山縣 壮也 やまがた そうや ＰＩＸＹ葛西

MD6 1 小沼 孝次 こぬま こうじ 関根 翔太 せきね しょうた 青梅ジュニア
2 池田 怜 いけだ れい 田中 陽大 たなか ようた つきいちジュニア
3 中間 航太 なかま こうた 麻生 尚大 あそう なおと つきいちジュニア
4 合田 翔太 ごうだ しょうた 小見山 和斗 こみやま かずと たなしＭＡＸ
5 鴛海 健 おしうみ たける 佐藤 憲蔵 さとう けんぞう 宝木塚ジュニア
6 向後 政信 こうご まさのぶ 日野 晴紀 ひの はるき 杉並ジュニア
7 縄田 理玖 なわた りく 坪田 啓佑 つぼた けいすけ 小平ジュニア
8 栗原 泰知 くりはら たいち 高畠 大輝 たかばたけ たいき 八王子Ｋ・Ｂ
9 服部 開次 はっとり かいじ 服部 拓真 はっとり たくま サザンウィングス
10 寺田 陽太 てらだ ひなた 籾谷 凌丞 もみや りょうすけ 池上ジュニア
11 木村 悠吏 きむら ゆうり 竹嶋 俊輝 たけしま しゅんき 国分寺ジュニア
12 西村 日陽 にしむら ひなた 山田 誠太郎 やまだ せいたろう 国分寺ジュニア
13 千葉 充 ちば みちる 柬理 成希 かんり なの 国分寺ジュニア

関東予選会　ダブルス名簿



WD4 1 小出 奈菜 こいで なな 野村 菜々子 のむら ななこ 住吉ジュニア
2 太田 みもざ おおた みもざ 保坂 美月 ほさか みづき 久松ジュニア
3 小口 美結 こぐち みゆう 岡野 里菜 おかの りな 国分寺ジュニア
4 土屋 明莉 つちや あかり 近藤 梨花 こんどう りんか 宝木塚ジュニア
5 松本 栞祐 まつもと かなゆ 小原 那月 おばら なつき 池上ジュニア
6 白坂 琉璃 しらさか るり 山下 恵依 やました えい 小平ジュニア
7 今井 乃愛瑠 いまい のえる 皆川 恵茉 みながわ えま 小平ジュニア

WD5 1 赤堀 寧々 あかほり ねね 中俣 瑠菜 なかまた るな サザンウィングス
2 河端 葵 かわばた あおい 太田 友歩 おおた ゆうあ 八王子Ｋ・Ｂ
3 國弘 一葉 くにひろ ひとは 今村 汐利 いまむら しおり 宝木塚ジュニア
4 橋村 羽奏 はしむら わかな 竹内 遥香 たけうち はるか 小平ジュニア
5 名取 陽菜多 なとり ひなた 菅原 玲 すがわら れい 調布ジュニア
6 上田 夢姫 うえだ みひめ 大松 愛梨 おおまつ あいり 調布ジュニア
7 中村 さくら なかむら さくら 坂下 天羽 さかした あまね シャトラーズ深川
8 韮澤 七音 にらさわ なお 菅原 璃乃 すがわら りの シャトラーズ深川
9 星 茜音 ほし あかね 内藤 菜々子 ないとう ななこ 住吉ジュニア
10 樋江井 愛乃 ひえい よしの 五十嵐 未羽 いがらし みう 久松ジュニア

WD6 1 室津 陽香 むろつ はるか 川上 彩 かわかみ さい 久松ジュニア
2 軽部 愛結葉 かるべ あゆは 一家 鈴菜 いっか りんな 住吉ジュニア
3 久保田 琴音 くぼた ことね 田中 結菜 たなか ゆな 住吉ジュニア
4 小坂 陽向 おさか ひなた 小野寺 瞳 おのでら ひとみ 調布ジュニア
5 岩西 真那 いわにし まな 藤田 美咲 ふじた みさき Ｔｅａｍ Ｃｌｏｖｅｒ
6 桑島 あんな くわじま あんな 塙 涼香 はなわ すずか 銀座キッズ
7 小野寺 咲樹 おのでら さき 青木 七夏 あおき なのか 銀座キッズ
8 田中 舞緒 たなか まお 和光 綾香 わこう あやか 小平ジュニア
9 池谷 萌 いけたに もえ 渡邉 愛美 わたなべ まなみ 池上ジュニア
10 西山 穂香 にしやま ほのか 阪本 つぐみ さかもと つぐみ ＳＵＮＳ ２００４
11 野島 小夏 のじま こなつ 福永 萌加 ふくなが もえか ＳＵＮＳ ２００４
12 中村 凛世 なかむら りんぜ 松村 涼香 まつむら りょうか ＳＵＮＳ ２００４
13 山縣 はづき やまがた はづき 酒井 優 さかい こころ ＰＩＸＹ葛西
14 深尾 日向子 ふかお ひなこ 鴛海 千晴 おしうみ ちはる 宝木塚ジュニア
15 小松 夏希 こまつ なつき 井村 日向子 いむら ひなこ サザンウィングス


