
順位 氏名 所属 順位 氏名 所属

1 小林　紀輝 Pal Tennis 1 宮内　梨奈 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ

2 斎藤　広太 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA 2 大河　真由 秀明八千代高

3 上島　郁巳 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA 3 大西　沙依 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA

4 高村　佑樹 東京学館浦安高 4 三角　ゆりあ 国府台女子学院

ベスト8 伊藤　隆 千葉英和高 ベスト8 金澤　あすみ Hills K-Nagatsuka TA

ベスト8 藤原　翔喜 志津TC ベスト8 小松　莉奈 SOL Tennis College

ベスト8 竹内　聡有 Pal Tennis ベスト8 福田　志帆 Hills K-Nagatsuka TA

ベスト8 寺薗　純眞 楠ク ベスト8 斉藤　佳帆 きさらづｱｳﾙTC

1 宮本　大勢 志津TC 1 荒川　晴菜 TTC

2 渡邉　裕輝 志津TC 2 宮本　愛弓 志津TC

3 齋藤　優 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ 3 岩井　真優 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ

4 種市　竜也 きさらづｱｳﾙTC 4 清水　里咲 TTC

ベスト8 池田　悠人 きさらづｱｳﾙTC ベスト8 山本　レイ ﾛｲﾔﾙSCTC

ベスト8 泉　里空 Pal Tennis ベスト8 力石　優衣 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA

ベスト8 竹倉　貴大 ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC ベスト8 谷内　愛加 TTC

ベスト8 河野　翔 TTC ベスト8 北村　紗香 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ

1 矢島　淳揮 ﾙﾈｻﾝｽ鷹之台TC 1 田中　彩海 楠ｸﾗﾌﾞ

2 露崎　翔太 ｱｰﾄﾋﾙTC 2 猪瀬　瑞希 TTC

3 清水　一輝 あじさいｲﾝﾄﾞｱTS 3 斉藤　史佳 きさらづｱｳﾙTC

4 福島　琉汰 KION千葉 4 亀山　もな TAC

ベスト8 赤西　大樹 初石TC ベスト8 西郷　里奈 志津TC

ベスト8 坂川　広樹 楠ｸﾗﾌﾞ ベスト8 進藤　万里依 TTC

ベスト8 政井　颯太 ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC ベスト8 中根　美来 TTC

ベスト8 和仁　遼太 ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC ベスト8 石倉　奈央子 志津TC

1 吉村　大生 志津TC 1 石橋　彩由 ｱｰﾄﾋﾙTC

2 石井　涼太 INABA T.S. 2 角田　唯 Hills K-Nagatsuka TA

3 村松　陸 あじさいｲﾝﾄﾞｱTS 3 村尾　美紅 ｱﾙﾄﾞｰﾙﾃﾆｽｽﾃｰｼﾞ

4 飯田　康介 志津TC 4 中山　桜季 ﾛｲﾔﾙSCTC

5 海老原　武 初石TC 5 仲野　さくら 楠ｸﾗﾌﾞ

6 田崎　珠吏 ﾛｲﾔﾙSCTC 6 齋藤　愛里沙 ﾛｲﾔﾙSCTC

7 井上　拓海 ﾙﾈｻﾝｽ鷹之台TC 7 猪瀬　彩羽 TTC

8 中村　健太 志津TC 8 中根　美凜 TTC

１4男S １4女S 

１2男S １2女S 
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１6男S　　 １6女S 



順位 氏名 所属 順位 氏名 所属

奈良部　駿 TTC 斉藤　佳帆 きさらづｱｳﾙTC

高村　佑樹 東京学館浦安高 福田　志帆 Hills K-Nagatsuka TA

斎藤　広太 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA 鈴木　葵 TTC

小林　紀輝 Pal Tennis 大河　真由 秀明八千代高

林　大佑 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ 三角　ゆりあ 国府台女子学院

宮崎　元太 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ 青木　嶺衣 ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC

寺薗　純眞 楠ｸﾗﾌﾞ 鈴木　菜摘 ﾙﾈｻﾝｽ鷹之台TC

伊藤　隆 千葉英和高 小原　帆夏 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA

順位 氏名 所属 順位 氏名 所属

宮本　大勢 志津TC 岩井　真優 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ

渡邉　裕輝 志津TC 力石　優衣 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA

内藤　琳央 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ 立山　里菜 TTC

矢作　瑠維 INABA TS 清水　里咲 TTC

青木　楓馬 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ 藤岡　佑 TTC

齋藤　優 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ 竹内　菜々花 TTC

成田　魁利 ルネサンス鷹之台TC 宮本　愛弓 志津TC

長谷川　陽平 ルネサンス鷹之台TC 太田　夏菜子 志津TC

順位 氏名 所属 順位 氏名 所属

露崎　翔太 ｱｰﾄﾋﾙTC 石倉　奈央子 志津TC

小山　翔 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ 長谷川　琳香 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川TA

清水　一輝 あじさいｲﾝﾄﾞｱTS 猪瀬　瑞希 TTC

和仁　遼太 オールサムズＴＣ 進藤　万里依 TTC

山上　真人 TTC 中山　麗未 初石TC

高井　雄乃介 TTC 西郷　里奈 志津TC

押野　斗威 初石TC 中根　美来 TTC

飯村　大也 TTC 飯島　菜穂 市川中

順位 氏名 所属 順位 氏名 所属

吉村　大生 志津TC 中山　桜季 ﾛｲﾔﾙSCTC

渡辺　莞 TTC 猪瀬　彩羽 TTC

石井　涼太 INABA T.S. 石橋　彩由 ｱｰﾄﾋﾙTC

村松　陸 あじさいｲﾝﾄﾞｱTS 角田　唯 Hills K-Nagatsuka TA

鶴岡　正也 志津TC 小島　彩那 ﾛｲﾔﾙSCTC

飯田　康介 志津TC 齋藤　愛里沙 ﾛｲﾔﾙSCTC

齋田　勝利 TTC 中根　美凜 TTC

海老原　武 初石TC 磯目　璃子 ﾙﾈｻﾝｽ鷹之台TC
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