性別 関東NO

選手名

フリガナ

所属

男子 3314217 青木 愛太郎 アオキ アイタロウ

志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314924 伊佐 隼人

イサ ハヤト

Ken'sﾃﾆｽP海浜幕張

男子 3314156 石井 匡了

イシイ マサノリ

ｱﾎﾟﾛｺ-ｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3313886 石橋 煌志

イシバシ コウシ

TTC

男子 3313856 伊勢 慎之介 イセ シンノスケ

ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA

男子 3314042 伊藤 開翔

イトウ カイト

楠ｸﾗﾌﾞ

男子 3314376 伊藤 青

イトウ セイ

ｼﾞｭﾄﾞﾎﾟｰﾑﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314377 伊藤 類

イトウ ルイ

ｼﾞｭﾄﾞﾎﾟｰﾑﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314090 稲田 和鷹

イナダ カズタカ

INABA T.S.

男子 3315038 今井 悠人

イマイ ユウト

松原ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ印西

男子 3314346 岩井 一護

イワイ イチゴ

あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ

男子 3314121 江川 侑寿

エガワ ユウト

ｵｰﾙｻﾑｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314505 江尻 浩晟

エジリ コウセイ

ｻﾑﾗｲPAL

男子 3314462 恵良 太道

エラ タイチ

初石ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314452 槐 蒼太

エンジ ソウタ

ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA

男子 3313626 大岡 歩生

オオオカ アオイ

ﾙﾈｻﾝｽ鷹之台TC

男子 3313908 大賀 凱仁

オオガ カイト

志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314797 大澤 真翔

オオサワ マナト

麗澤中

男子 3314397 大曽根 鉄央 オオソネ テツオ

TTC

男子 3313623 大房 祐星

オオフサ ユウセイ

SYSﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3313644 大森 瀬那

オオモリ セナ

INABA T.S.

男子 3314393 岡崎 凌

オカザキ リョウ

殿山ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

男子 3315003 岡田 岳

オカダ ガク

TTC

男子 3314052 岡田 元

オカダ ゲン

SOL Tennis College

男子 3313984 岡本 瑞樹

オカモト ミズキ

SYSﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314333 奥川 政隆

オクガワ マサタカ

南市川ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

男子 3314188 尾上 武蔵

オノウエ ムサシ

あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ

男子 3314447 加澤 悠真

カザワ ユウマ

ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA

男子 3313610 片山 真吾

カタヤマ シンゴ

楠ｸﾗﾌﾞ

男子 3313990 門 晴澄

カド ハルト

TTC

男子 3313722 金田 俊介

カネダ シュンスケ

INABA T.S.

男子 3313485 金田 晴輝

カネダ ハルキ

松原ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ印西

男子 3314477 菅野 将広

カンノ マサヒロ

松原ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ印西

男子 3314451 君島 渡海

キミシマ トカイ

美浜ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

男子 3314591 草間 鈴

クサマ リン

初石ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314218 胡桃 正登

クルミ マサト

SOL Tennis College

男子 3314975 呉 和海

ゴ ナゴミ

松原ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ印西

男子 3314690 小石 諒太

コイシ リョウタ

ﾌｪﾛｰｽﾞｲﾝﾄﾞｱT&S

男子 3313996 小出 晃久

コイデ アキヒサ

SOL Tennis College

男子 3314547 河野 史門

コウノ シモン

TTC

男子 3314308 小笹 悠

コザサ ハルカ

松原ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ印西

男子 3314682 小嶋 柊哉

コジマ シュウヤ

ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA

男子 3314613 古関 慶太

コセキ ケイタ

志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314147 小高 颯大

コダカ ソウタ

ｱﾎﾟﾛｺ-ｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3313706 小林 拓真

コバヤシ タクマ

ﾙﾈｻﾝｽ鷹之台TC

男子 3313294 齋田 大成

サイタ タイセイ

TTC

男子 3313836 斉藤 白羽

サイトウ ハクワ

ｻﾑﾗｲPAL

男子 3314416 阪上 尚樹

サカウエ ナオキ

殿山ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

男子 3314219 坂田 頌太郎 サカタ ショウタロウ ｱﾙﾄﾞｰﾙﾃﾆｽｽﾃｰｼﾞ
男子 3314326 坂庭 銀河

サカニワ ギンガ

Ken'sﾃﾆｽP海浜幕張

男子 3314325 坂庭 風雅

サカニワ フウガ

Ken'sﾃﾆｽP海浜幕張

男子 3314339 佐川 永遠

サガワ トワ

あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ

男子 3314769 佐々木 智哉 ササキ トモヤ

ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3315039 佐藤 克海

サトウ カツミ

Ken'sﾃﾆｽP海浜幕張

男子 3313699 佐藤 幹太

サトウ カンタ

渋谷幕張中

男子 3314197 白石 海都

シライシ カイト

志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314414 神保 圭汰

ジンボ ケイタ

ｱﾙﾄﾞｰﾙﾃﾆｽｽﾃｰｼﾞ

男子 3314302 末尾 晃人

スエオ アキト

あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ

男子 3313684 杉本 環

スギモト タマキ

TTC

男子 3313975 鈴木 佑

スズキ タスク

あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ

男子 3314587 関 純平

セキ ジュンペイ

志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314470 高橋 孝之介 タカハシ コウノスケ きさらづｱｳﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
男子 3314409 瀧尾 一真

タキオ カズマ

SOL Tennis College

男子 3314220 武川 幸聖

タケカワ コウセイ

松原ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ印西

男子 3313676 多田 永悟

タダ エイゴ

志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3313736 寺島 拓斗

テラシマ タクト

ｻﾑﾗｲPAL

男子 3314328 戸邉 悠真

トベ ユウマ

TTC

男子 3314116 長井 澄弥

ナガイ スミヤ

SOL Tennis College

男子 3314586 永井 港人

ナガイ ミナト

松原ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ印西

男子 3313904 中島 温大

ナカジマ ハルト

志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314749 西澤 悠貴

ニシザワ ユウキ

松原ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ印西

男子 3314430 長谷川 新優 ハセガワ シンユウ

美浜ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

男子 3314622 畑中 太冴

ハタナカ ダイゴ

ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA

男子 3314259 花岡 然

ハナオカ ゼン

SCｼﾞｭﾆｱTA八千代

男子 3314395 原 海大

ハラ カイト

志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3313637 平井 健太

ヒライ ケンタ

あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ

男子 3314138 平井 詳大

ヒライ ショウタ

ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA

男子 3315025 広瀬 陽斗

ヒロセ ハルト

SYSﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314310 福本 大輝

フクモト ダイキ

ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314251 藤谷 卓生

フジタニ タクミ

きさらづｱｳﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3313901 細野 暖

ホソノ ダン

TTC

男子 3314300 堀切 柊

ホリキリ シュウ

SYSﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314111 前田 透空

マエダ トア

TTC

男子 3314811 松元 雅宗

マツモト マサムネ

あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ

男子 3315061 松元 佑悟

マツモト ユウゴ

SYSﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314254 三上 幸亮

ミカミ コウスケ

BASIS

男子 3314874 宮澤 聡祐

ミヤザワ ソウスケ

ﾆｯｹｺﾙﾄﾝﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

男子 3314712 宮嶋 一粋

ミヤジマ カズキ

あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ

男子 3314446 宮本 真向

ミヤモト マサキ

INABA T.S.

男子 3314016 村石 敦

ムライシ アツシ

ｻﾑﾗｲPAL

男子 3315047 村椿 龍磨

ムラツバキ リュウマ 南市川ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

男子 3314598 森 陽海

モリ ミナミ

SYSﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3314175 山内 結月

ヤマウチ ユヅキ

ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA

男子 3314764 山川 倖平

ヤマカワ コウヘイ

ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA

男子 3314676 山野 友暉

ヤマノ ユウキ

SYSﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

男子 3313729 山本 健斗

ヤマモト ケント

ｻﾑﾗｲPAL

男子 3314559 山本 未來

ヤマモト ミライ

ﾆｯｹﾃﾆｽﾄﾞｰﾑ

男子 3314876 横井 健一郎 ヨコイ ケンイチロウ ｵｰﾙｻﾑｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
男子 3315075 渡辺 開

ワタナベ カイ

ｻﾑﾗｲPAL

