
U16男子
所属 氏名 シード 東海 ＧＯＰ 主な戦績

1 岐阜 ＮＡＷＡ 高木　大和
2 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 林　　亮弥 270
3 西濃 ＳＪＣ 奥田　利貴 180
4 岐阜 フェスタＴＣ 澤田　功太郎
5 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 長谷川　航大
6 岐阜 フェスタＴＣ 堀　　伊織
7 岐阜 フェスタＴＣ 川名部　雅治
8 中濃 チームウェルネス 下村　　稜
9 岐阜 岐阜西ＴＣ 浅野　暢斗 921

10 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 牛垣　翔太 162
11 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 小林　優馬
12 岐阜 ＷｉＭ岐阜 座馬　　大 849
13 岐阜 ＷｉＭ岐阜 林　　明利 1188
14 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 小林　冠介 愛知ｼﾞｭﾆｱ新人戦Ｕ１４　２位
15 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 市川　剣都 サマー　Ｕ１４　２位
16 三重 三重ＧＴＣ 竹内　遼太郎 264 三重県中学生Ｂ８
17 岐阜 ＡＰハローズ岐阜 中村　宗吾 72
18 愛知 茨木ＴＣ 丹下　　樹
19 愛知 茨木ＴＣ 小木曽孝一郎
20 愛知 ＴＥＡＭ　ＫＯＭＡＤＡ 宮崎　　経
21 愛知 ＴＥＡＭ　ＫＯＭＡＤＡ 駒田　真澄 17075
22 岐阜 三和ＴＳ 武市　勇輝 180
23 愛知 スポルトＴＡ 加藤　　翼
24 東濃 麗澤瑞浪中学 森　　理大 90
25 東濃 麗澤瑞浪中学 柳原　快人 72
26 東濃 麗澤瑞浪中学 川添　悠矢
27 東濃 麗澤瑞浪中学 和家　敬良
28 東濃 麗澤瑞浪中学 熊本　優弥
29 東濃 麗澤瑞浪中学 景山　大雅
30 岐阜 アイエヌオー 田中　希紳 72
31 愛知 名古屋ＧＴＣ 原　侑大 愛知インハイ本戦出場
32 愛知 スポルトＴＡ 渡邉　敦也 1318
33 岐阜 岐阜高校 奥村　祥之
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48



U16女子
所属 氏名 シード 東海 ＧＯＰ 主な戦績

1 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 五十嵐　凜 6546 12816
2 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 宮本　雪凪 2294 2198
3 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 堂前　瑠希 1430 3032
4 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 末次　礼佳 494
5 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 深尾　梨未 2458 3510
6 岐阜 岐阜西ＴＣ 関谷　　花 690 1731
7 岐阜 岐阜西ＴＣ 松島　かなみ 168 1013
8 岐阜 岐阜西ＴＣ 岩田　祐羽 336
9 東濃 恵那峡ＴＣ 大宮　涼乃

10 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 長嶺　那南 432 学年別　優勝
11 愛知 ＴＬＰＡ 三浦　陽菜 264
12 愛知 ＴＥＡＭ　ＫＯＭＡＤＡ 駒田　光音 7060
13 愛知 名古屋ＧＴＣ 近藤　由乃羽 愛知インハイ本戦出場
14 愛知 杉山女学園 中条　愛海 3635
15 福井 福井Ｊｒﾃﾆｽｽﾎﾟ少 村上　水彩 福井中学１位　北信越Ｂ８
16
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U14男子
所属 氏名 シード 東海 ＧＯＰ 主な戦績

1 中濃 美濃市テニス協会 濱田　健介
2 岐阜 ＮＡＷＡ 廣瀬　　駿
3 岐阜 ＮＡＷＡ 稲葉　隼士
4 岐阜 ミニッツ岐阜 関野　洸貴 172
5 岐阜 ミニッツ岐阜 林　　凌大
6 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 小川　拳人 228
7 愛知 ロングウッド 竹内　優希
8 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 可児　優希 525 412
9 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 間宮　友稀 114 150

10 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 松本　啓吾
11 中濃 Ｋ’Ｓ　ＴＣ 川島　健慎 24
12 西濃 ＳＪＣ 牛尾　颯人 24
13 西濃 ＳＪＣ 北野　旦陽 72
14 岐阜 フェスタＴＣ 森　　春斗
15 岐阜 フェスタＴＣ 福西　涼太
16 岐阜 フェスタＴＣ 川瀬　新大
17 岐阜 フェスタＴＣ 神田　真弥
18 中濃 チームウェルネス 亀山　尚央
19 中濃 チームウェルネス 中島　　聖
20 中濃 チームウェルネス 木村　奏太
21 岐阜 岐阜西ＴＣ 後藤　希生 36 192
22 岐阜 岐阜西ＴＣ 脇原　大明 78
23 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 古林　海人
24 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 羽場　大輝
25 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 浅野　修平
26 中濃 郡上市テニス協会 池戸　良来 60
27 中濃 郡上市テニス協会 和田　龍明
28 中濃 郡上市テニス協会 此島　洋太
29 中濃 郡上市テニス協会 河上　周平
30 東濃 恵那峡ＴＣ 岡田　琉聖 24
31 東濃 恵那峡ＴＣ 原　　颯斗 48
32 岐阜 小林クラブ 豊吉　柊斗 252 628
33 岐阜 ＴＡ－ＮＯＢＵ 伊藤　俊太朗 1634 1344
34 岐阜 ＷｉＭ岐阜 鳥山　大志
35 岐阜 ＷｉＭ岐阜 苅谷　颯斗 48
36 岐阜 ＷｉＭ岐阜 三鴨　陽大
37 岐阜 ＷｉＭ岐阜 中野　雄貴
38 岐阜 ＷｉＭ岐阜 座馬　　陸 366
39 岐阜 フェスタＴＣ 和田　将聖
40 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 森　　友和 愛知ｳｲﾝﾀｰ　Ｕ１４　２位
41 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 深田　嗣翼馬
42 三重 三重ＧＴＣ 松本　大吾 42
43 三重 三重ＧＴＣ 日下部　麟己 ＭＧＫ１位
44 三重 三重ＧＴＣ 大平　渚斗 ＭＧＫ２位
45 東濃 旭ヶ丘ＴＣ 加藤　槙之介
46 東濃 旭ヶ丘ＴＣ 加納　暖己
47 岐阜 ＡＰハローズ岐阜 木股　好太郎 200
48 岐阜 ＡＰハローズ岐阜 片桐　健太郎

① 愛知 茨木ＴＣ 丸井　優希 78
② 愛知 ＴＬＰＡ 三井　天翔
③ 東濃 ＦＫクラブ 柴田　　航
④ 岐阜 岐南テニス塾 伊藤　翔哉
⑤ 岐阜 岐南テニス塾 宮井　優多
⑥ 愛知 ＴＥＡＭ　ＫＯＭＡＤＡ 三宅　凌平 538
⑦ 岐阜 三和ＴＳ 藤本　博文 308
⑧ 愛知 チェリーＴＣ 鈴木　龍弥 448
⑨ 愛知 チェリーＴＣ 纐纈　晟留
⑩ 岐阜 ＴＴＡ 武田　匠生 48
⑪ 愛知 名古屋ＧＴＣ 加藤　晃大 264
⑫ 愛知 名古屋ＧＴＣ 吉村　直記 愛知小学生１位
⑬ 東濃 ミキヤＴＣ 宇佐美　誠 46
⑭ 愛知 メインテニスクラブ 松原　海翔
⑮ 愛知 木曽川ＬＴＣ 村田　英夢 392 552
⑯ 愛知 木曽川ＬＴＣ 岡本　周梧
⑰ 愛知 名古屋ＬＴＣ 田岡　大知 2056
⑱ 愛知 名古屋ＬＴＣ 早瀬　伊織 愛知県２０位



U14女子
所属 氏名 シード 東海 ＧＯＰ 主な戦績

1 中濃 美濃市テニス協会 長村　礼菜 12
2 中濃 美濃市テニス協会 児山　月渚
3 中濃 美濃市テニス協会 佐藤　綾花
4 中濃 美濃市テニス協会 永田　梨衣奈
5 岐阜 ミニッツ岐阜 岡田　和奏 60
6 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 重松　優芽 72
7 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 林　　香那 331 647
8 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 村山　瑚都 397 496
9 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 三本　紗衣 42 650

10 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 半田　茜子 252 986
11 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 古田　唯夏 598
12 愛知 ロングウッド 尾関　果歩 931
13 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 間宮　万結 306 832
14 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 村山　愛美 24
15 中濃 Ｋ’Ｓ　ＴＣ 後藤　真尋 72
16 西濃 ＳＪＣ 小野木　笑花 50
17 西濃 ＳＪＣ 小谷　奈央 156
18 西濃 ＳＪＣ 小谷　莉央 24
19 西濃 ＳＪＣ 古田　　楓 148
20 西濃 ＳＪＣ 久世　一姫 205 254
21 西濃 ＳＪＣ 向山　実来 152
22 中濃 レイクＴＡ 石井　　晶 260
23 中濃 レイクＴＡ 山岸　朱里 72
24 中濃 レイクＴＡ 辻　　真歩 72
25 岐阜 クラブＳＧ 七熊　和歌 愛知　２０４Ｐ
26 岐阜 クラブＳＧ 奥村　朋香 72
27 岐阜 クラブＳＧ 佐部利　祐良 74
28 岐阜 クラブＳＧ 岡田　陽愛 65
29 岐阜 フェスタＴＣ 尾関　萌々子
30 岐阜 フェスタＴＣ 澤田　実里
31 岐阜 フェスタＴＣ 岩田　花梨
32 中濃 チームウェルネス 川松　咲貴菜 1130 1550
33 中濃 チームウェルネス 足立　莉子 280
34 中濃 チームウェルネス 大西　結菜 146
35 岐阜 岐阜西ＴＣ 有鹿　　桃 1232 1650
36 岐阜 岐阜西ＴＣ 岩田　彩水 144
37 岐阜 岐阜西ＴＣ 大野　　鈴
38 岐阜 岐阜西ＴＣ 國井　彩名 247 297
39 東濃 恵那峡ＴＣ 大宮　胡春 98
40 岐阜 小林クラブ 宗宮　　遥 438 650
41 岐阜 ＴＡ－ＮＯＢＵ 河野　日和 172
42 岐阜 ＷｉＭ岐阜 深尾　初音 84
43 岐阜 ＷｉＭ岐阜 三島　梨央佳 72
44 岐阜 ＷｉＭ岐阜 坂井　彩夏
45 岐阜 フェスタＴＣ 平光　咲月
46 西濃 アドバンス 近藤　春奈 228
47 三重 鈴鹿Ｊｒチーム 青木　あまね
48 岐阜 Nick's　Ｔ Ｔ 山内　結羽 506 794

① 岐阜 Nick's　Ｔ Ｔ 近藤　希美
② 愛知 ウィル瀬戸 津田　　愛 東海中日出場
③ 三重 ＮＴＡ 山本　未来
④ 東濃 麗澤瑞浪中学 福田　　蒼 120
⑤ 岐阜 岐南テニス塾 正村　瑠都
⑥ 岐阜 岐南テニス塾 澤田　桃佳
⑦ 岐阜 三和ＴＳ 河合　留奈 48
⑧ 岐阜 三和ＴＳ 小野木　萌香 72
⑨ 岐阜 三和ＴＳ 長瀬　愛花 280
⑩ 岐阜 三和ＴＳ 木山　　結
⑪ 愛知 チェリーＴＣ 伊藤　あおい 1347
⑫ 福井 鯖江Ｊｒ 揚原　優花 北信越Ｂ１６
⑬ 愛知 名古屋ＧＴＣ 三浦　杏花 264
⑭ 愛知 木曽川ＬＴＣ 河田　更紗 82



U12男子
所属 氏名 シード 東海 ＧＯＰ 主な戦績

1 岐阜 ＮＡＷＡ 白木川　檜
2 岐阜 ミニッツ岐阜 上野　文稔 6
3 岐阜 ミニッツ岐阜 富成　弘貴 49
4 岐阜 ミニッツ岐阜 岡田　和真 11
5 岐阜 ミニッツ岐阜 森岡　律葵
6 岐阜 ミニッツ岐阜 恩田　晄成
7 岐阜 ミニッツ岐阜 中根　槙之介 12
8 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 古田　　仁 120 104
9 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 清野　皓貴 61

10 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 青木　祐陽 25
11 岐阜 ラ・セーヌＴＣ 堀　　文哉 12
12 岐阜 ラ・セーヌＴＣ 向井　優太
13 愛知 ロングウッド 日比野悠太郎
14 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 山口　雄大 18
15 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 松井　丈太 35
16 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 安江　奏太
17 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 安江　央佑
18 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 廣瀬　歩人
19 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 三羽　翔斗
20 愛知 ＧＩＴＣ 多和田　愛杜 11
21 愛知 ＧＩＴＣ 足立　優頼
22 西濃 ＳＪＣ 古田　　蓮
23 西濃 ＳＪＣ 北野　旦佳
24 中濃 レイクＴＡ 竹山　輝利斗
25 中濃 レイクＴＡ 長島　一朔
26 中濃 チームウェルネス 大西　崚央 12
27 中濃 チームウェルネス 渡辺　晴己
28 岐阜 岐阜西ＴＣ 藤井　良太 41
29 岐阜 岐阜西ＴＣ 渡辺　公資 29
30 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 竹中　無志
31 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 武田　幸弥
32 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 窪田　悠人
33 愛知 若鳩ＩＴＣ 一柳　佑樹
34 中濃 郡上市テニス協会 池田　仁大
35 中濃 郡上市テニス協会 高垣　　柊 24
36 中濃 郡上市テニス協会 出口　ザック
37 中濃 郡上市テニス協会 佐藤　綾介
38 東濃 恵那峡ＴＣ 中村　匠生 17
39 岐阜 小林クラブ 塩谷　怜大
40 岐阜 小林クラブ 勝井　暁斗
41 岐阜 小林クラブ 後藤　涼太 12
42 岐阜 ＴＡ－ＮＯＢＵ 長縄　達也 29
43 岐阜 ＴＡ－ＮＯＢＵ 廣瀬　　仲 39
44 岐阜 ＴＡ－ＮＯＢＵ 高田　朋弥 18
45 岐阜 ＷｉＭ岐阜 丹羽　駿介 241 346
46 岐阜 ＷｉＭ岐阜 桃山　　滉 78 125
47 岐阜 ＷｉＭ岐阜 福島　光彦 259 158
48 岐阜 ＷｉＭ岐阜 深尾　風月 37

① 岐阜 ＷｉＭ岐阜 柳　　忠慶
② 西濃 アドバンス 近藤　陽太 62
③ 西濃 アドバンス 栩川　湧貴 23
④ 三重 三重ＧＴＣ 田口　裕真
⑤ 三重 三重ＧＴＣ 義基　　耀
⑥ 三重 三重ＧＴＣ 宮田　大暉
⑦ 三重 三重ＧＴＣ 谷口　陽悠 36
⑧ 三重 三重ＧＴＣ 松浦　帆髙 36
⑨ 三重 三重ＧＴＣ 松井　悠真
⑩ 東濃 旭ヶ丘ＴＣ 続木　優太朗
⑪ 東濃 旭ヶ丘ＴＣ 加藤　優悟
⑫ 岐阜 ＡＰハローズ岐阜 木股　直太郎 25
⑬ 岐阜 テニスラウンジ 澤野　太我
⑭ 東濃 ＦＫクラブ 正木　秀崇
⑮ 東濃 ＦＫクラブ 楯　　和真
⑯ 三重 ＮＴＡ 田島　蒼大
⑰ 岐阜 三和ＴＳ 越谷　　哩
⑱ 岐阜 三和ＴＳ 木山　　陸
⑲ 三重 三幸ＴＴ 高橋　　匠
⑳ 岐阜 ＡＰハローズ岐阜 丸井　堪太
㉑ 愛知 名古屋ＧＴＣ 村田　佑太 43
㉒ 愛知 木曽川ＬＴＣ 神崎　晴彦
㉓ 中濃 Team遊ing 脇本　亜柚夢
㉔ 中濃 Team遊ing 橋下　拓也 51
㉕ 中濃 Team遊ing 村瀬　晃司 12
㉖ 中濃 Team遊ing 三品　遥輝
㉗ 中濃 Team遊ing 脇方　煌守
㉘ 石川 津幡ジュニア 渡辺　翔太 石川県２位
㉙ 石川 津幡ジュニア 松根　拓希 石川県５位



所属 氏名 シード 東海 ＧＯＰ 主な戦績
1 中濃 美濃市テニス協会 江川　日菜 11
2 中濃 美濃市テニス協会 日置　心音
3 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 酒井　菜帆
4 岐阜 ラ・セーヌＴＣ 辻　奈々心
5 岐阜 ラ・セーヌＴＣ 加藤　来望
6 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 佐野　愛鈴 17
7 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 白橋　乃詠 11
8 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 佐々木　杏羽 17
9 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 藤岡　　凛

10 中濃 Ｋ’Ｓ　ＴＣ 兼松　留梨 78 148
11 中濃 Ｋ’Ｓ　ＴＣ 上野　芳華 61
12 西濃 ＳＪＣ 樽井　里沙
13 西濃 ＳＪＣ 田中　愛美 89
14 西濃 ＳＪＣ 向山　莉央 63
15 中濃 レイクＴＡ 板津　奈菜可 62
16 岐阜 岐阜西ＴＣ 安藤　　愛 78 223
17 岐阜 岐阜西ＴＣ 大野　　暖 23
18 東濃 ロングウッド多治見 秋山　明暖
19 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 長谷川芽依奈
20 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 黒川　　涼
21 中濃 郡上市テニス協会 池戸　来望 68
22 中濃 郡上市テニス協会 藤田　夏遙
23 東濃 恵那峡ＴＣ 山田　奈々 78 171
24 東濃 恵那峡ＴＣ 鈴木　愛梨 151
25 岐阜 小林クラブ 片岡　新菜
26 岐阜 小林クラブ 片岡　心菜
27 岐阜 小林クラブ 古田　侑里 18
28 岐阜 ＴＡ－ＮＯＢＵ 山中　柚希
29 岐阜 ＴＡ－ＮＯＢＵ 池戸　悠希子 35
30 岐阜 ＷｉＭ岐阜 三島　黎空 35
31 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 津田　梨央 91 東海小学生Ｂ１６
32 三重 鈴鹿Ｊｒチーム 青木　いろは ヨネックスＢ１６
33 三重 三重ＧＴＣ 林　　妃鞠 289
34 三重 三重ＧＴＣ 加藤　歌里 114
35 三重 三重ＧＴＣ 木下　紗那
36 三重 三重ＧＴＣ 稲垣　結美
37 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 國枝　姫万莉
38 東濃 ＦＫクラブ 北澤　菜七子 17
39 東濃 ＦＫクラブ 鈴木　海愛 12
40 東濃 ＦＫクラブ 柴田　莉那
41 岐阜 Nick's　Ｔ Ｔ ｽﾄｰﾗｻｰｼｬ桜 学年別優勝
42 岐阜 Nick's　Ｔ Ｔ 池田　恵美
43 岐阜 三和ＴＳ 青木　祐李音 47
44 岐阜 三和ＴＳ 岩田　侑芽
45 岐阜 三和ＴＳ 田中　　翼
46 福井 鯖江Ｊｒ 揚原　桃花 北信越Ｂ４
47 三重 鈴鹿ジュニアクラブ 湯浅　葉月 312
48 愛知 木曽川ＬＴＣ 村田　ゆめ

① 中濃 Team遊ing 星屋　璃汐
② 中濃 Team遊ing 藤木　乃々香
③ 中濃 Team遊ing 長沼　知夏



U10男子
所属 氏名 シード 東海 ＧＯＰ 主な戦績

1 中濃 美濃市テニス協会 江川　尚希
2 中濃 美濃市テニス協会 鷲見　謙一
3 岐阜 ミニッツ岐阜 高橋　陽大
4 岐阜 ミニッツ岐阜 橋詰　汐優
5 岐阜 ミニッツ岐阜 福田　侑大
6 岐阜 ミニッツ岐阜 澤田　　陸
7 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 山田　稜真
8 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 五十嵐　煉
9 岐阜 ラ・セーヌＴＣ 百瀬　隆之介 チャイルドＢ８

10 愛知 ロングウッド 尾関　太陽 ウインター低学年Ｂ４
11 愛知 ロングウッド 本田　拓帆
12 愛知 ロングウッド 市原　　颯
13 愛知 ロングウッド 永田　温人
14 愛知 ロングウッド 衣川　信親
15 大阪 宝田ﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 名井　裕亮 大阪府ﾗﾝｷﾝｸﾞ５８位
16 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 今井　力輝 17 チャイルド優勝　ウインター低学年３位
17 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 永田　　怜
18 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 井上　陽輝
19 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 白橋　永晟
20 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 廣瀬　徠人
21 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 渡辺　脩太 チャイルド４位
22 西濃 ＳＪＣ 小谷　公祐 6
23 西濃 ＳＪＣ 山村　恵史 11
24 岐阜 ミニッツ岐阜 丸山　武流
25 中濃 チームウェルネス 大野　旭陽
26 岐阜 岐阜西ＴＣ 脇原　大幸
27 岐阜 岐阜西ＴＣ 山下　航大
28 岐阜 岐阜西ＴＣ 山下　悠大
29 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 浅野　誓仁
30 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 古川　拓歩
31 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 国江　祥吾
32 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 所　　虎輝
33 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 高橋　圭人
34 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 遠藤　修一郎
35 岐阜 松原庭球倶楽部 阿知波　宥羽
36 岐阜 松原庭球倶楽部 谷口　颯太
37 愛知 若鳩ＩＴＣ 住藤　大雅
38 岐阜 ＷｉＭ岐阜 梅村　絃生
39 岐阜 ＷｉＭ岐阜 中本　大翔
40 岐阜 ＷｉＭ岐阜 浜田　春静
41 岐阜 ＷｉＭ岐阜 宮本　拓輝
42 岐阜 ＷｉＭ岐阜 青木　智志
43 愛知 ＳＴＳＳ 太田　瑛主 学年別３位
44 三重 三重ＧＴＣ 吉田　　朔 三重小学生Ｂ１６
45 三重 三重ＧＴＣ 田中　淳平
46 三重 三重ＧＴＣ 上杉　進之佑
47 三重 三重ＧＴＣ 河北　源太 学年別Ｂ１６
48 三重 三重ＧＴＣ 中野　創太

① 三重 三重ＧＴＣ 片岡　龍亮
② 東濃 旭ヶ丘ＴＣ 続木　宏心朗
③ 愛知 テニスラウンジ犬山 天王　　誠
④ 東濃 ＦＫクラブ 吉川　礼音
⑤ 東濃 ＦＫクラブ 坂元　　舜
⑥ 東濃 ＦＫクラブ 小坂田　空
⑦ 岐阜 Nick's　Ｔ Ｔ ｽﾄｩｰﾗｱﾚｸｻﾝﾀﾞﾙ実
⑧ 愛知 ＴＥＡＭ　ＫＯＭＡＤＡ 河田　敦貴
⑨ 愛知 ＴＥＡＭ　ＫＯＭＡＤＡ 元倉　八雲
⑩ 岐阜 三和ＴＳ 青木　裕杜諮
⑪ 岐阜 アイエヌオー 北島　颯人
⑫ 愛知 春日井ＰＴＣ 及位　洋介 名古屋グリーン２位
⑬ 愛知 木曽川ＬＴＣ 高橋　和寿
⑭ 愛知 木曽川ＬＴＣ 堂坂　祐希
⑮ 中濃 Team遊ing 阿部　勇太
⑯ 中濃 Team遊ing 林　　滉人
⑰ 中濃 Team遊ing 西脇　悠真
⑱ 中濃 Team遊ing 桜本　琉聖
⑲ 中濃 Team遊ing 渡辺　康太郎 6
⑳ 愛知 インドアテニス一宮 牧野　夏生
㉑ 愛知 インドアテニス一宮 西川　舜也
㉒ 愛知 インドアテニス一宮 大村　洸太郎
㉓ 愛知 インドアテニス一宮 稲田　路易



U10女子
所属 氏名 シード 東海 ＧＯＰ 主な戦績

1 岐阜 ミニッツ岐阜 富成　優那
2 岐阜 ミニッツ岐阜 木股　弥子
3 岐阜 ミニッツ岐阜 亀山　紗希
4 岐阜 ミニッツ岐阜 大塚　悠希子
5 中濃 関ｽﾎﾟｰﾂ塾・Ｔ 丹羽　絢子
6 愛知 ロングウッド 永田　花保
7 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 丹羽　莉子
8 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 深尾　友理
9 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＴＣ 藤岡　　蘭 11

10 中濃 Ｋ’Ｓ　ＴＣ 兼松　瑞希 18
11 西濃 ＳＪＣ 橋本　若奈
12 中濃 レイクＴＡ 竹山　楓恋
13 岐阜 ミニッツ岐阜 坂　　乙葉
14 岐阜 クラブＳＧ 鈴木　心夢
15 中濃 チームウェルネス 渡辺　明佳里
16 岐阜 岐阜西ＴＣ 岩田　芽生 23
17 岐阜 岐阜西ＴＣ 山下　恵麻
18 岐阜 岐阜西ＴＣ 木村　心優 41
19 岐阜 岐阜西ＴＣ 中村　朱里
20 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 島塚　咲希
21 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 黒川　　凛
22 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 尾崎　美優
23 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 富崎　美和
24 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 山崎　悠加
25 東濃 恵那峡ＴＣ 大宮　さつき
26 東濃 恵那峡ＴＣ 山田　舞子 23
27 東濃 恵那峡ＴＣ 岡田　紗英
28 岐阜 小林クラブ 勝井　瑞稀 チャイルドＢ８
29 岐阜 ＷｉＭ岐阜 丹羽　絢香 36
30 岐阜 ＷｉＭ岐阜 山谷　莉子 35
31 岐阜 ＷｉＭ岐阜 荒川　絢音
32 東濃 ＦＫクラブ 池俣　知佳
33 東濃 ＦＫクラブ 松林　光希
34 東濃 ＦＫクラブ 高山　あやせ
35 愛知 ＴＥＡＭ　ＫＯＭＡＤＡ 高井　和香
36 愛知 チェリーＴＣ 細田　杏莉
37 愛知 メインＴＣ 田島　叶萌
38 岐阜 アイエヌオー 中園　日菜
39 愛知 竜美丘ＴＣ 松川　翠結
40 岐阜 ＡＰハローズ岐阜 岩崎　真弥
41 愛知 木曽川ＬＴＣ 石川　遥菜
42 愛知 木曽川ＬＴＣ 園井　美月
43 愛知 木曽川ＬＴＣ 高橋　彩花
44 愛知 木曽川ＬＴＣ 松瀬　莉央
45 愛知 木曽川ＬＴＣ 今村　江里
46 中濃 Team遊ing 橋下　侑美 6
47 愛知 インドアテニス一宮 船橋　弥子
48


