
中学生男子S
Ｎｏ 地区 チーム名 選手名 シード ＧＯＰ 東海 主な戦績

1 中濃 チームウェルネス 亀谷　尚央
2 中濃 チームウェルネス 中島　　聖 48
3 中濃 チームウェルネス 木村　奏太
4 愛知 インドアテニス一宮 永田　広大 愛知U14　96P
5 愛知 インドアテニス一宮 中村　空音 一宮中学　2位
6 愛知 インドアテニス一宮 浅野　　叡
7 西濃 ＳＪＣ 牛尾　颯人 72
8 西濃 ＳＪＣ 北野　旦陽
9 岐阜 ミニッツ岐阜 林　　凌大

10 岐阜 ミニッツ岐阜 小川　伶音
11 岐阜 テニスラウンジ 平松　柊吾
12 中濃 美濃市テニス協会 濱田　健介 48
13 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 古林　海人
14 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 小林　優真 90
15 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 牛垣　翔太 342 キャンセル
16 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 山口　智哉 4225 4316
17 岐阜 Ｎｉｃｋ’ｓ　ＴＴ 関野　洸貴 112
18 岐阜 ＴＡ－ＮＯＢＵ 伊藤　俊太朗 2024 2084
19 岐阜 ＴＡ－ＮＯＢＵ 高田　朋弥 12
20 愛知 Ｔ Ｅ Ａ Ｍ Ｋ Ｏ Ｍ Ａ Ｄ Ａ 三宅　凌平 168
21 岐阜　 三和ＴＳ 藤本　博文 344 168
22 福井 ＳＡＳＣ 関内　優太 福井ＲＳＫ６位
23 愛知 木曽川ＬＴＣ 村田　英夢 452 350
24 愛知 木曽川ＬＴＣ 岡本　周梧
25 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 古田　　仁 206 198
26 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 清野　皓貴 102
27 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 小川　拳斗 168 168
28 岐阜 K'S TC 川島　健慎 24
29 東農 旭ヶ丘ＴＣ 駒田　俊介
30 岐阜 フェスタＴＣ 川瀬　新大 72
31 岐阜 フェスタＴＣ 福西　涼太 48
32 岐阜 フェスタＴＣ 神田　真弥 48
33 岐阜 フェスタＴＣ 和田　将聖
34 岐阜 フェスタＴＣ 林　　太陽 48
35 岐阜 フェスタＴＣ 広江　健人
36 岐阜 フェスタＴＣ 森　　春斗 48
37 岐阜 フェスタＴＣ 篠田　壮祐
38 岐阜 長森中学校 森島　啓巨
39 岐阜 長森中学校 鹿島　喬斗
40 岐阜 岐阜西ＴＣ 浅井　暢斗 1530
41 岐阜 岐阜西ＴＣ 脇原　大明 122
42 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 松本　啓吾
43 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 中川　航洋
44 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 武藤　大河
45 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 寸田　航生
46 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 棚橋　佑弥
47 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 山田　雅貴 5776 7226
48 岐阜 ＷｉＭ岐阜 苅谷　颯斗 138
49 岐阜 ＷｉＭ岐阜 中野　雄貴
50 岐阜 ＷｉＭ岐阜 三鴨　陽太
51 岐阜 ＷｉＭ岐阜 座馬　　陸 498 496
52 岐阜 ＷｉＭ岐阜 鈴木　　頼 602 854
53 岐阜 ＷｉＭ岐阜 桃山　　晃 78 150
54 岐阜 ＷｉＭ岐阜 岩田　幸太郎 3088 6700
55 岐阜 ＷｉＭ岐阜 座馬　　大 1200
56 愛知 名古屋ＬＴＣ 田岡　大知 3246
57 愛知 名古屋ＬＴＣ 大原　貫路 1676
58 愛知 名古屋ＬＴＣ 早瀬　伊織 学年別B8
59 愛知 名古屋ＬＴＣ 松本　直生
60 岐阜 アイエヌオー 東　利樹



61 愛知 ツクルＴｅａｍＫ 水野　瑛太 朝日杯予選ＳＦ
62 中濃 郡上市テニス協会 池戸　良来 100
63 中濃 郡上市テニス協会 野崎　陸斗 1338 1120
64 中濃 郡上市テニス協会 高垣　　柊 12
65 中濃 郡上市テニス協会 山田　佳生
66 中濃 郡上市テニス協会 此島　洋太
67 東農 恵那峡ＴＣ 橋詰　直隼 561 530
68 東農 恵那峡ＴＣ 古屋　良祐 604 545
69 東農 恵那峡ＴＣ 岡田　琉聖 48
70 東農 恵那峡ＴＣ 與川　賢樹
71 愛知 ミズノＴＣ 青山　裕一郎
72 愛知 ミズノＴＣ 廣重　達政
73 岐阜 ＡＰハローズ岐阜 木股　直太郎 36
74 愛知 茨木テニスクラブ 丸井　優希 愛知県ジュニア優勝
75 愛知 ＴＬＰＡ 三井　天翔
76 愛知 ロングウッド 竹内　優希
77 愛知 ロングウッド 富田　脩太
78 三重 三幸ＴＴ 高木　洋徳
79 愛知 ｈ２エリートＴＡ 伊佐治　陽生 愛知県　２５２ｐ
80 愛知 ｈ２エリートＴＡ 木村　一都 愛知県　２２０ｐ
81 愛知 ＮＴＡ 須原　稚登
82 愛知 ＮＴＡ 萩村　悠宇
83 愛知 ＮＴＡ 加藤　輝丸
84 愛知 ＮＴＡ 西牟田　響
85 愛知 ＮＴＡ 伊藤　琉我
86 愛知 ＮＴＡ 丹羽　颯人
87 愛知 ＮＴＡ 黒柳　慶亮
88 愛知 ＮＴＡ 久野　浩大
89 愛知 チェリーＴＣ 大池　拓斗 愛知県Ｊｒ
90 愛知 チェリーＴＣ 纐纈　晟留 東海毎日ＪｒＢ８
91 岐阜 小林クラブ 豊吉　柊人 1047 420
92 岐阜 小林クラブ 後藤　涼太 24
93 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 市川　剣都 愛知新人戦U16　２位
94 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 土井　春樹
95 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 高木　亮輔
96 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 原　　優太
① 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 小林　冠介

待機
② 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 寺尾　奏良
③ 愛知 東海中学 緒方　俊太郎
④ 岐阜 ＴＳ　ＮＡＷＡ 水崎　京士
⑤ 岐阜 ＴＳ　ＮＡＷＡ 塩崎　颯大
⑥ 石川 ＧＥＴＴ 谷口　和輝 ＲＳＫ北信越５位
⑦ 石川 ＧＥＴＴ 金原　暢紀
⑧ 石川 ＧＥＴＴ 田中　　佑 全日本ｼﾞｭﾆｱＢ３２
⑨ 三重 三重ＧＴＣ 竹内　達太郎
⑩ 三重 三重ＧＴＣ 大平　渚斗
⑪ 三重 三重ＧＴＣ 朗　　空哉
⑫ 三重 鈴鹿ジュニアチーム 磯田　柊吾
⑬ 愛知 スポルトＴＡ 加藤　　翼 36位 東海中学9位
⑭ 愛知 スポルトＴＡ 内倉　隼哉 愛知新人戦B4
⑮ 愛知 チェリーＴＣ 浅野　洸司 愛知新人戦2位
⑯ 愛知 ＴＥＡＭ　ＹＯＮＥＺＡＷＡ 南　　颯汰 2894 全日本ｼﾞｭﾆｱ出場
⑰ 愛知 名古屋ＧＴＣ 加藤　晃大 31位 岐阜サマー3位
⑱ 愛知 ＮＡＳサンマリュシエ 前川　優守 岐阜サマー2位



中学生女子S
Ｎｏ 地区 チーム名 選手名 シード ＧＯＰ 東海 主な戦績

1 岐阜 クラブＳＧ 岡田　陽愛 104
2 岐阜 クラブＳＧ 奥村　朋香 72
3 岐阜 クラブＳＧ 七熊　和歌 中日愛知予選B32
4 愛知 ＣＩＡＯ　ＴＣ 佐藤　まりあ 中日愛知予選B16
5 岐阜 クラブＳＧ 佐部利　祐良 48
6 中濃 チームウェルネス 足立　莉子 280
7 中濃 チームウェルネス 大西　結菜 172
8 中濃 チームウェルネス 横山　若音
9 愛知 インドアテニス一宮 横田　帆香 一宮中学　3位

10 西濃 ＳＪＣ 古田　　楓 96
11 西濃 ＳＪＣ 久世　一姫 169 320
12 西濃 ＳＪＣ 向山　美来 242
13 西濃 ＳＪＣ 小野木　笑花
14 西濃 ＳＪＣ 小谷　莉央 48
15 岐阜 ミニッツ岐阜 岡田　和奏
16 西濃 アドバンス 近藤　晴奈 403
17 中濃 美濃市テニス協会 長村　礼菜
18 中濃 美濃市テニス協会 児山　月渚 24
19 中濃 美濃市テニス協会 永田　梨衣奈
20 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 深尾　梨未 3514 3094
21 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 間宮　万結 1220 614
22 岐阜 Ｎｉｃｋ’ｓ　ＴＴ 近藤　希実 120
23 岐阜 ＴＡ－ＮＯＢＵ 河野　日和 224
24 岐阜　 三和ＴＳ 長瀬　愛花 280
25 岐阜　 三和ＴＳ 木山　　結
26 岐阜　 三和ＴＳ 河合　留奈 48
27 岐阜　 三和ＴＳ 渡辺　明佳音
28 岐阜　 三和ＴＳ 小野木　萌香 48
29 愛知 木曽川ＬＴＣ 河田　更紗 48
30 中濃 レイクＴＡ 石井　　晶 467 168
31 中濃 レイクＴＡ 辻　　真歩 96
32 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 五十嵐　凛 13000 6856
33 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 宮本　雪凪 2968 3540
34 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 重松　優芽 243
35 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 三本　紗衣 746
36 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 村山　瑚都 582 551 キャンセル
37 三重 鈴鹿Jrチーム 青木　あまね ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ三重B16
38 岐阜 フェスタＴＣ 平光　咲月 48
39 岐阜 フェスタＴＣ 尾関　萌々子 90
40 岐阜 フェスタＴＣ 澤田　実里 24
41 岐阜 フェスタＴＣ 岩田　花梨
42 岐阜 長森中学校 和途　萌々香
43 岐阜 長森中学校 久保　葉月
44 岐阜 長森中学校 東城　うた
45 岐阜 岐阜西ＴＣ 関谷　　花 2610 1724
46 岐阜 岐阜西ＴＣ 有鹿　　桃 2530 1594
47 岐阜 岐阜西ＴＣ 岩田　彩水 172
48 岐阜 岐阜西ＴＣ 大野　　鈴 24
49 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 村山　愛美
50 岐阜 ＷｉＭ岐阜 深尾　初音 120



51 岐阜 ＷｉＭ岐阜 後藤　真尋 172
52 岐阜 ＷｉＭ岐阜 三島　梨央佳 176
53 愛知 名古屋ＬＴＣ 山本　未来 岐阜春季新人B8
54 愛知 名古屋ＬＴＣ 山田　帆乃花
55 愛知 名古屋ＬＴＣ 平口　桜紀
56 岐阜 アイエヌオー 江崎　茉那 50
57 岐阜 アイエヌオー 飯沼　萌楓 12
58 岐阜 アイエヌオー 高山　希望 24
59 岐阜 アイエヌオー 高橋　結望 765
60 福井 鯖江Ｊｒ 揚原　優花 北信越Ｂ１６
61 福井 鯖江Ｊｒ 揚原　桃花 北信越Ｂ４
62 愛知 ツクルＴｅａｍＫ 山田　咲那
63 東農 恵那峡ＴＣ 大宮　胡春 72
64 東農 多治見ジュニア 森　都花沙
① 愛知 若鳩ＩＴＣ 伊藤　美沙希

待機
② 岐阜 ＡＰハローズ岐阜 國枝　梨沙
③ 愛知 ＴＬＰＡ 三浦　陽菜
④ 愛知 ＴＬＰＡ 海道　柚葉
⑤ 愛知 ロングウッド 神鳥　ひかる 1305
⑥ 愛知 ロングウッド 成田　玲音奈 愛知新人戦Ｂ８
⑦ 愛知 ロングウッド 西尾　茉子
⑧ 愛知 ロングウッド 丹羽　菜づ名
⑨ 愛知 ロングウッド 尾関　果歩 246 愛知新人戦２位
⑩ 愛知 チェリーＴＣ 松田　鈴子 1047
⑪ 愛知 チェリーＴＣ 伊藤　あおい 1718
⑫ 愛知 チェリーＴＣ 余田　涼樹 愛知サマーＢ４
⑬ 愛知 チェリーＴＣ 千葉　あかり
⑭ 愛知 チェリーＴＣ 田中　実桜
⑮ 愛知 TeamN-１ 成田　百那 愛知県　Ｕ１２　１１位
⑯ 岐阜 小林クラブ 宗宮　　遥 604 288
⑰ 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 長嶺　那南 612
⑱ 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 津田　　愛 168
⑲ 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 伊藤　　瞭 愛知サマーU14　１位
⑳ 福井 ヤスマＧＴＣ 林　　唯月 福井U14　６位
㉑ 滋賀 湖北ジュニアＴＣ 野上　花歩
㉒ 三重 鈴鹿ジュニアチーム 原　　唯華 35位
㉓ 愛知 スポルトＴＡ 三橋　はな 愛知県新人B4
㉔ 愛知 西尾ＬＴＣ 石川　亜弥 中学生　東海出場
㉕ 愛知 西尾ＬＴＣ 石川　李衣 サマーU12Ｂ４
㉖ 愛知 AZUR　ＴＡ 山田　優奈 愛知新人Ｕ１４優勝
㉗ 愛知 ＴＥＡＭ　ＹＯＮＥＺＡＷＡ 小林　海夢 368
㉘ 愛知 衣浦マリン 斉藤　双葉



小学生男子S
Ｎｏ 地区 チーム名 選手名 シード ＧＯＰ 東海 主な戦績

1 中濃 チームウェルネス 大西　崚央 18
2 中濃 チームウェルネス 渡辺　晴己
3 愛知 インドアテニス一宮 横田　　大 愛知U12　118位
4 愛知 インドアテニス一宮 牧野　夏生
5 愛知 インドアテニス一宮 西川　舜也
6 西濃 ＳＪＣ 杉原　康介
7 西濃 ＳＪＣ 山村　恵史 23
8 西濃 ＳＪＣ 古田　　連
9 西濃 ＳＪＣ 岡村　祐樹 11

10 西濃 ＳＪＣ 小谷　公祐
11 西濃 ＳＪＣ 児玉　瑛祐
12 岐阜 ミニッツ岐阜 森岡　律葵
13 岐阜 ミニッツ岐阜 中根　槙之介 26
14 岐阜 ミニッツ岐阜 高橋　陽大
15 岐阜 ミニッツ岐阜 奥村　陽太
16 岐阜 ミニッツ岐阜 福田　侑大
17 岐阜 ミニッツ岐阜 池田　朝斗
18 岐阜 ミニッツ岐阜 富成　弘貴 76
19 岐阜 ミニッツ岐阜 浜崎　侑弥 25
20 西濃 アドバンス 近藤　陽太 104
21 西濃 アドバンス 栩川　湧貴 48
22 中濃 美濃市テニス協会 江川　尚希 6
23 中濃 美濃市テニス協会 後藤　拓仁
24 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 国江　祥吾
25 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 武田　幸弥
26 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 窪田　悠人
27 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 安福　脩人
28 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 間宮　友稀 278 247
29 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 山口　雄大 25
30 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 今井　力輝 24
31 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 西村　友希 11
32 愛知 ミズノＴＣ 川口　航右
33 愛知 ミズノＴＣ 所　　泰成
34 愛知 ミズノＴＣ 河野　航大
35 岐阜 ＴＡ－ＮＯＢＵ 長縄　達也 48
36 岐阜 ＴＡ－ＮＯＢＵ 廣瀬　　仲 65
37 愛知 Ｔ Ｅ Ａ Ｍ Ｋ Ｏ Ｍ Ａ Ｄ Ａ 河田　健太 1227
38 岐阜　 三和ＴＳ 木山　　陸
39 岐阜　 三和ＴＳ 越谷　　哩
40 岐阜　 三和ＴＳ 越谷　　浬
41 岐阜　 三和ＴＳ 渡辺　麟太郎
42 岐阜　 三和ＴＳ 松岡　颯志
43 愛知 木曽川ＬＴＣ 村田　佑太 51
44 愛知 木曽川ＬＴＣ 千葉　大暉
45 愛知 木曽川ＬＴＣ 神崎　晴彦
46 愛知 木曽川ＬＴＣ 林　　磨和
47 愛知 アズールＴＡ 石河　友也
48 中濃 レイクＴＡ 長嶋　一朔 6
49 中濃 レイクＴＡ 竹山　輝利斗 6
50 中濃 レイクＴＡ 渡邉　瑠哉



51 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 山田　稜真 12
52 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 青木　祐陽 24
53 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 五十嵐　煉 岐阜毎日U12　4位
54 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 青山　拓矢
55 東農 旭ヶ丘ＴＣ 加藤　優悟
56 東農 旭ヶ丘ＴＣ 続木　優太朗
57 岐阜 長森日野ｽﾎﾟｰﾂ少年団 山田　創太 35
58 岐阜 岐阜西ＴＣ 渡邊　公資 47
59 岐阜 岐阜西ＴＣ 藤井　良太 74
60 岐阜 岐阜西ＴＣ 脇原　大幸
61 愛知 ｈ２ｴﾘｰﾄＴＡ 高祖　海音 愛知ｳｲﾝﾀｰ３年２位
62 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 松井　丈大 36
63 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 多和田　愛杜 11
64 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 安江　央佑
65 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 安江　奏太 6
66 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 今井　流唯
67 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 國井　恵佑
68 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 廣瀬　歩人
69 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 足立　勇頼
70 愛知 ＧＩＴＣ 三羽　翔斗 36
71 岐阜 ラ・セーヌＴＣ 堀　　文哉 12
72 東農 ＦＫクラブ 青山　拓実
73 東農 ＦＫクラブ 吉川　礼音
74 東農 ＦＫクラブ 水野　童矢
75 岐阜 ＷｉＭ岐阜 深尾　風月 62
76 岐阜 ＷｉＭ岐阜 丹羽　駿介 449
77 岐阜 ＷｉＭ岐阜 鈴木　啓太 29
78 岐阜 ＷｉＭ岐阜 山下　銀之丞
79 岐阜 ＷｉＭ岐阜 濱田　春静
80 岐阜 ＷｉＭ岐阜 梅村　絃生 6
81 岐阜 ＷｉＭ岐阜 村上　世名
82 岐阜 ＷｉＭ岐阜 片桐　巧己
83 愛知 名古屋ＬＴＣ 戸谷　彩人 学年別5年B8
84 愛知 名古屋ＬＴＣ 鵜飼　　渉 愛知U11B8
85 愛知 名古屋ＬＴＣ 鵜飼　晃勝
86 岐阜 アイエヌオー 井道　匠太
87 岐阜 アイエヌオー 五島　立規 6
88 岐阜 アイエヌオー 北島　颯人
89 岐阜 アイエヌオー 岩間　由祐 12
90 岐阜 アイエヌオー 畠山　　凌
91 岐阜 CANNON-BALL 柳原　日和
92 岐阜 CANNON-BALL 安藤　梨徒
93 岐阜 CANNON-BALL 梅田　隆之介
94 岐阜 CANNON-BALL 伏屋　慶一
95 中濃 郡上市テニス協会 大畑　遥之介
96 中濃 郡上市テニス協会 佐藤　綾祐



待機
① 中濃 郡上市テニス協会 小瀬　喜代治
② 東農 恵那峡ＴＣ 橋詰　拡輝 48
③ 東農 恵那峡ＴＣ 中村　匠生 11
④ 愛知 ミズノＴＣ 桂川　　絢
⑤ 愛知 ミズノＴＣ 桂川　　陽
⑥ 愛知 ミズノＴＣ 川口　結矢
⑦ 石川 津幡ジュニア 渡辺　翔太 全国選抜石川予選1位
⑧ 石川 津幡ジュニア 中山　智裕 全国選抜石川予選2位
⑨ 石川 津幡ジュニア 松根　拓希 全国選抜石川予選3位
⑩ 愛知 ロングウッド 北野　裕太
⑪ 愛知 ロングウッド 日比野優太郎
⑫ 愛知 ロングウッド 市原　　颯
⑬ 愛知 ロングウッド 尾関　太陽 愛知小学生Ｂ32　　
⑭ 愛知 ＮＴＡ 後藤　章一郎
⑮ 愛知 ＮＴＡ 吉岡　拓海
⑯ 愛知 ＮＴＡ 岡田　　慧
⑰ 愛知 チェリーＴＣ 富田　悠太 376 朝日杯優勝
⑱ 愛知 チェリーＴＣ 坂元　　怜 愛知新人戦優勝
⑲ 愛知 チェリーＴＣ 藤田　岳也
⑳ 愛知 チェリーＴＣ 高橋　琉聖
㉑ 愛知 チェリーＴＣ 鍬取　和輝
㉒ 愛知 チェリーＴＣ 鍬取　大夢
㉓ 愛知 チェリーＴＣ 稲垣　慎太朗
㉔ 愛知 Team‐N．１ 服部　　周
㉕ 愛知 Team‐N．１ 北根　弘基 愛知県Ｕ１２　１４位
㉖ 愛知 Team‐N．１ 三枝　聖尚 愛知県Ｕ１２　８７位
㉗ 岐阜 小林クラブ 勝井　暁斗 6
㉘ 岐阜 小林クラブ 高橋　聖弥
㉙ 岐阜 小林クラブ 塩谷　怜大
㉚ 愛知 春日井ＰＴＣ 佐々木　俊輔
㉛ 愛知 春日井ＰＴＣ 炭屋　風門
㉜ 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 玉木　　悠
㉝ 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 丸山　湧生
㉞ 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 安藤　　孝
㉟ 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 寺尾　悠生
㊱ 岐阜 ＡＰハローズ岐阜 丸井　勘太
㊲ 岐阜 ＴＳ　ＮＡＷＡ 白木川　檜 12
㊳ 愛知 茨木ＴＣ 小野木　新太
㊴ 愛知 茨木ＴＣ 原田　健太郎
㊵ 愛知 茨木ＴＣ 保坂　海航
㊶ 愛知 茨木ＴＣ 野崎　悠太
㊷ 三重 三重ＧＴＣ 田口　裕真 17位
㊸ 三重 三重ＧＴＣ 松井　悠真 46位
㊹ 三重 三重ＧＴＣ 谷口　陽悠 29位
㊺ 三重 三重ＧＴＣ 宮田　大暉 46位
㊻ 三重 三重ＧＴＣ 松浦　帆高 37位
㊼ 三重 三重ＧＴＣ 瀬戸　　歩
㊽ 三重 三重ＧＴＣ 服部　惺月
㊾ 三重 三重ＧＴＣ 岸田　和久
㊿ 岐阜 ニッケテニスドーム岐阜 小野木　太一 6
51 愛知 αインドア 樋口　皓政
52 愛知 スポルトＴＡ 安井　　佑
53 愛知 西尾ＬＴＣ 一柳　大湖 愛知小学生10位
54 三重 桑名ＴＡ 寺田　壮汰 ＭＫＧ2位
55 三重 桑名ＴＡ 伊藤　亜月
56 滋賀 ＴＡＭＡ　ＶＯＩＣＥ 伊賀並　大翔 滋賀ＪｒＢ３２
57 岐阜 小林クラブ 松井　陽汰
58 愛知 衣浦マリン 斉藤　俊樹



小学生女子S
Ｎｏ 地区 チーム名 選手名 シード ＧＯＰ 東海 主な戦績

1 愛知 インドアテニス一宮 舟橋　弥子
2 西濃 ＳＪＣ 橋本　若奈
3 西濃 ＳＪＣ 向山　莉央 77
4 西濃 ＳＪＣ 樽井　里沙 12
5 岐阜 ミニッツ岐阜 木股　弥子 12
6 岐阜 ミニッツ岐阜 坂　　乙葉
7 岐阜 ミニッツ岐阜 富成　優那 6
8 岐阜 ミニッツ岐阜 亀山　紗希
9 中濃 美濃市テニス協会 日置　心音

10 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 山崎　悠加
11 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 伊藤　愛己 キャンセル
12 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 富崎　結香 キャンセル
13 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 佐野　愛鈴 86
14 岐阜 Ｎｉｃｋ’ｓ　ＴＴ ｽﾄｩｰﾗ　ｻｰｼｬ桜 50 岐阜毎日U12　2位
15 岐阜 Ｎｉｃｋ’ｓ　ＴＴ 池田　恵美
16 岐阜 ＴＡ－ＮＯＢＵ 山中　柚希 12
17 岐阜 ＴＡ－ＮＯＢＵ 池戸　悠希子 47
18 岐阜　 三和ＴＳ 岩田　侑芽 6
19 岐阜　 三和ＴＳ 田中　　翼 6
20 岐阜　 三和ＴＳ 青木　祐李音 60
21 愛知 木曽川ＬＴＣ 村田　ゆめ 18
22 愛知 木曽川ＬＴＣ 石川　遥菜
23 愛知 木曽川ＬＴＣ 園井　美月
24 愛知 アズールＴＡ 宮川　真緒
25 中濃 レイクＴＡ 細江　悠萌
26 中濃 レイクＴＡ 板津　奈菜可 77
27 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 酒井　菜帆 6
28 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 丹羽　絢子
29 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 下田　莉々
30 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 高木　姫蘭
31 岐阜 K'S TC 上野　芳華 73
32 岐阜 K'S TC 兼松　留梨 185
33 三重 鈴鹿Jrチーム 青木　いろは 三重ﾖﾈｯｸｽB16
34 岐阜 岐阜西ＴＣ 安藤　　愛 266 198
35 岐阜 岐阜西ＴＣ 大野　　暖 29
36 岐阜 岐阜西ＴＣ 岩田　芽生 37
37 岐阜 岐阜西ＴＣ 山下　恵麻 6
38 岐阜 岐阜西ＴＣ 木村　心優 48
39 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 白橋　乃詠 11
40 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 佐々木　杏羽 36 キャンセル
41 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 藤岡　　蘭 17
42 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 中川　瑠璃
43 岐阜 ラ・セーヌＴＣ 加藤　来望
44 東農 ＦＫクラブ 鈴木　海愛 12
45 東農 ＦＫクラブ 兼田　侑奈
46 東農 ＦＫクラブ 柴田　莉那
47 岐阜 ＷｉＭ岐阜 三島　黎空
48 岐阜 ＷｉＭ岐阜 江口　和香
49 岐阜 アイエヌオー 杉山　七菜 97
50 岐阜 アイエヌオー 中園　日菜



51 石川 小松ジュニア 林　優実奈 ﾖﾈｯｸｽ北信越1位
52 石川 小松ジュニア 田中　愛純 全日本Jr北信越4位
53 岐阜 CANNON-BALL 日比野　紗季
54 福井 ＳＡＳＣ 関内　優衣 福井小学生３位
55 中濃 郡上市テニス協会 藤田　夏遥 6
56 中濃 郡上市テニス協会 池戸　来望 81
57 東農 恵那峡ＴＣ 山田　奈々 218 156
58 東農 恵那峡ＴＣ 山田　舞子 29
59 東農 恵那峡ＴＣ 鈴木　愛梨 177 36
60 東農 恵那峡ＴＣ 古屋　恵美 37
61 東農 恵那峡ＴＣ 岡田　紗英 18
62 東農 多治見ジュニア 各務　嘉乃
63 石川 津幡ジュニア 前田　星佳 石川小学生2位
64 石川 津幡ジュニア 林　　彩乃 石川小学生B16
① 三重 桑名ＴＡ 牧野　友奏 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ三重９位
② 三重 桑名ＴＡ 森田　明穂 120 三重全小６位
③ 三重 桑名ＴＡ 内山　叶優 ＭＫＧ１２位

待機
④ 愛知 チェリーＴＣ 鈴木　陽葉 愛知新人戦Ｂ１６
⑤ 愛知 チェリーＴＣ 山内　華乃 愛知新人戦Ｂ３２
⑥ 愛知 チェリーＴＣ 堀部　珠乃
⑦ 愛知 チェリーＴＣ 大橋　理央
⑧ 岐阜 小林クラブ 古田　侑里 24
⑨ 岐阜 小林クラブ 片岡　心菜
⑩ 岐阜 小林クラブ 片岡　新菜
⑪ 岐阜 小林クラブ 中村　すみれ
⑫
⑬ 愛知 春日井ＰＴＣ 佐々木　麻衣 朝日杯低学年Ｂ４
⑭ 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 市川　遥瑠
⑮ 愛知 名古屋ローンＴＣ 山田　彩萌 学年別優勝
⑯ 愛知 茨木ＴＣ 小野塚　凛 愛知Ｕ１２　２５位
⑰ 愛知 茨木ＴＣ 前田　葉月 愛知Ｕ１２　２０位
⑱ 愛知 茨木ＴＣ 前田　桃子
⑲ 岐阜 松枝塾 松枝　蒼空
⑳ 三重 三重ＧＴＣ 加藤　歌里 21位
㉑ 三重 三重ＧＴＣ 舘　　絢音
㉒ 三重 三重ＧＴＣ 木下　紗那
㉓ 愛知 ライズＴＳ 水野　晴菜
㉔ 愛知 西尾ＬＴＣ 比楽　美咲
㉕ 愛知 ロングウッド 永田　里桜
㉖ 石川 ＡＴＳ 佐藤　莉乃 北信越7位
㉗ 東農 ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞ多治見 秋山　明曖



低学年男子S
Ｎｏ 地区 チーム名 選手名 シード ＧＯＰ 東海 主な戦績

1 愛知 インドアテニス一宮 大村　洸太郎
2 愛知 インドアテニス一宮 亀山　祐空
3 岐阜 ミニッツ岐阜 橋詰　汐優 6
4 岐阜 ミニッツ岐阜 澤田　　陸
5 岐阜 ミニッツ岐阜 淺野　　樹
6 岐阜 ミニッツ岐阜 中村　　海
7 岐阜 ミニッツ岐阜 丸山　武流
8 岐阜 ミニッツ岐阜 田中　凛空
9 岐阜 テニスラウンジ 天王　　誠

10 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 浅野　誓仁
11 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 遠藤　修一郎
12 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 遠藤　涼真
13 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 所　　虎輝
14 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 高橋　圭人
15 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 青山　歩叶
16 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 谷口　颯太 キャンセル
17 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 永田　　怜 岐阜毎日B32
18 愛知 Ｔ Ｅ Ａ Ｍ Ｋ Ｏ Ｍ Ａ Ｄ Ａ 河田　敦貴
19 愛知 Ｔ Ｅ Ａ Ｍ Ｋ Ｏ Ｍ Ａ Ｄ Ａ 元倉　八雲
20 岐阜　 三和ＴＳ 青木　裕杜諮 6
21 愛知 木曽川ＬＴＣ 山本　壱星
22 愛知 アズールＴＡ 吉井　一就
23 中濃 レイクＴＡ 長尾　　駿
24 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 森　颯大郎
25 滋賀 パブリックＴＥ 三好　碧生 ﾁｬｲﾙﾄﾞ3位滋賀小B16
26 東農 旭ヶ丘ＴＣ 続木　宏心朗
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 岐阜西ＴＣ 古市　友矩
30 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 白橋　永晟
31 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 井上　陽輝
32 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 渡辺　脩太
33 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 廣瀬　徠人
34 岐阜 ラ・セーヌＴＣ 百瀬　隆之介 ﾁｬｲﾙﾄﾞB8
35 東農 ＦＫクラブ 坂元　　舜
36 東農 ＦＫクラブ 小坂田　空
37 東農 ＦＫクラブ 春田　来斗
38 岐阜 ＷｉＭ岐阜 宮本　拓輝 6
39 岐阜 ＷｉＭ岐阜 三鴨　元気
40 岐阜 アイエヌオー 杉山　翔悟 18
41 岐阜 アイエヌオー 伊藤　　霞
42 岐阜 アイエヌオー 北川　武嗣
43 岐阜 アイエヌオー 加納　千路
44 岐阜 アイエヌオー 市川　新太
45 岐阜 アイエヌオー 矢島　崇翔
46 岐阜 アイエヌオー 日比野　聡孔
47 岐阜 CANNON-BALL 佐々木　丈介
48 中濃 郡上市テニス協会 大畑　絢之介
① 中濃 郡上市テニス協会 太田　蒼士



待機
② 愛知 ミズノＴＣ 上野　優元
③ 東農 多治見ジュニア 石井　　開
④ 愛知 若鳩ＩＴＣ 村瀬　公一
⑤ 愛知 若鳩ＩＴＣ 北川　蔵人
⑥ 愛知 ロングウッド 永田　温人 ﾁｬｲﾙﾄﾞ2位
⑦ 愛知 ロングウッド 新谷　直也
⑧ 石川 ウエストヒルズＪＴ 源　　拓真 石川県Ù12Ｂ８
⑨ 愛知 チェリーＴＣ 高橋　昂生
⑩ 愛知 チェリーＴＣ 高橋　蓮士
⑪ 愛知 春日井ＰＴＣ 鈴木　志翔 各務原２位
⑫ 愛知 春日井ＰＴＣ 松岡　功太 愛知サマーＢ４
⑬ 滋賀 ＡＲＲＯＷＳ　ＴＳ 江藤　雄飛
⑭ 静岡 ＷｉＳＨ　ＴＣ 松島　大珠
⑮ 愛知 西尾ＬＴＣ 都築　董紋
⑯ 愛知 西尾ＬＴＣ 別所　温大



低学年女子S
Ｎｏ 地区 チーム名 選手名 シード ＧＯＰ 東海 主な戦績

1 中濃 チームウェルネス 渡辺　明佳里
2 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 尾関　美優 キャンセル
3 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ 富崎　美結 キャンセル
4 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 深尾　友里
5 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 丹羽　莉子
6 愛知 Ｔ Ｅ Ａ Ｍ Ｋ Ｏ Ｍ Ａ Ｄ Ａ 大口　心優
7 愛知 Ｔ Ｅ Ａ Ｍ Ｋ Ｏ Ｍ Ａ Ｄ Ａ 高井　和香
8 愛知 木曽川ＬＴＣ 上野　ちひろ
9 愛知 木曽川ＬＴＣ 駒田　唯衣

10 中濃 レイクＴＡ 竹山　楓恋
11 岐阜 岐阜西ＴＣ 中村　朱里
12 岐阜 ＷｉＭ岐阜 荒川　絢音
13 岐阜 アイエヌオー 市川　こはる
14 岐阜 CANNON-BALL 角谷　倫香
15 岐阜 CANNON-BALL 安藤　香都
16 東農 ＦＫクラブ 松林　光希
17 中濃 郡上市テニス協会 藤田　華歌
18 中濃 郡上市テニス協会 佐藤　真央
19 東農 恵那峡ＴＣ 大宮　さつき 25
20 愛知 ミズノＴＣ 足立　咲良
21 愛知 ロングウッド 永田　花保 キャンセル
22 愛知 チェリーＴＣ 細田　杏莉
23 愛知 チェリーＴＣ 榊　　梨沙 ﾁｬｲﾙﾄﾞ３位

24 静岡 ＷｉＳＨ　ＴＣ 小池　真咲 遠州ﾁｬｲﾙﾄﾞｺﾝｿﾚ１位
25 愛知 西尾ＬＴＣ 宮崎　凪咲
26 福井 勝山ＪＴＣ 和田　ゆきの キャンセル
27 愛知 チェリーＴＣ 鳥本　りさ
28 岐阜 小林クラブ 勝井　瑞稀 12
29
30
31
32



Ｎｏ 地区 チーム名 選手名 シード ＧＯＰ 東海 主な戦績
1 愛知 インドアテニス一宮 永田広大・中村空音 愛知U14　40P
2 岐阜 岐阜ＪｒＴＡ・三和ＴＳ 牛垣翔太・藤本博文 375+479 キャンセル
3 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 間宮浩輝・山口智哉 6240+6240 3744+3744
4 岐阜 TA-NOBU・Nick'sTT 高田朋弥・関野洸貴 150+500
5 愛知 ＫＯＭＡＤＡ・覚王山ＴＣ 荒木華之琉・佐久間壮斗
6 岐阜 TA-NOBU・木曽川ＬＴＣ 伊藤俊太朗・村田英夢 1776+1776 1078+1078
7 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 清野皓貴・古田　仁 126+126
8 岐阜 K'S TC・郡上市ﾃﾆｽ協会 川島健慎・池戸良来 400+504 キャンセル
9 岐阜 フェスタＴＣ 川瀬新大・福西涼太 104+104

10 岐阜 フェスタＴＣ・長森中学校 神田真弥・廣瀬　駿
11 岐阜 フェスタＴＣ 広江健人・篠田壮祐
12 岐阜 フェスタＴＣ・長森中学校 林　太陽・森島啓巨
13 岐阜 岐阜西ＴＣ・ＷｉＭ岐阜 浅井暢斗・松本晃明 2254+2254 754+754 キャンセル
14 岐阜 ＷｉＭ岐阜・岐阜ＩＴＣ 岩田幸太郎・山田雅貴 4650+3100 2249+1846
15 岐阜 ＷｉＭ岐阜 鈴木　頼・座馬　陸 1040+1240 988+988
16 岐阜 ＷｉＭ岐阜 水野惺矢・桃山　晃 2050 3054
17 愛知 名古屋ＬＴＣ 松本直生・早瀬伊織
18 愛知 ﾁｪﾘｰTC・ﾂｸﾙTeamK 大池拓斗・水野瑛太 愛知県Jr本戦
19 中濃 郡上市テニス協会 高垣　柊・山田佳生
20 中濃 郡上市テニス協会 入木田颯真・水野峻太朗 195+195
21 東農 恵那峡ＴＣ 古屋良祐・橋詰直隼 375+375 500+500
22 東農 恵那峡ＴＣ 岡田琉聖・譽川賢樹
23 愛知 ミズノＴＣ 青山裕一郎・廣重達政
24 愛知 茨木ＴＣ・KOMADA 丸井優希・三宅凌平
25 愛知 ｈ２エリートＴＡ 伊佐治陽生・木村一都
26 愛知 ＮＴＡ 伊藤琉我・黒柳慶亮
27 愛知 チェリーＴＣ 渡邊　響・纐纈晟留 364
28 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 原　優汰・土井春樹
29 三重 三重ＧＴＣ 日下部麟乙・樋口一良 57 東海Jr　Ｄ　Ｂ４
30
31 愛知 ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ・竜美丘TC 三井天翔・平野　響
32 愛知 スポルトＴＡ 加藤　翼・中尾隼也 Ｕ１６　５０位
① 愛知 西尾ＬＴＣ・スポルトＴＡ 川田駿実・森島哲太 愛知県JrU13　2位



Ｎｏ 地区 チーム名 選手名 シード ＧＯＰ 東海 主な戦績
1 岐阜 クラブＳＧ・ＣＩＡＯ 七熊和歌・佐藤まりあ 364
2 岐阜 クラブＳＧ・木曽川ＬＴＣ 奥村朋香・河田更沙 208+104
3 西濃 ＳＪＣ・アドバンス 向山実来・近藤春奈 304+104
4 西濃 ＳＪＣ・ＴＡ‐ＮＯＢＵ 古田　楓・河野日和 775+300
5 西濃 ＳＪＣ・レイクＴＡ 小野木笑花・辻　真歩 104+104
6 中濃 美濃市テニス協会 長村礼菜・児山月渚 604+604
7 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ・岐阜西ＴＣ 深尾梨未・有鹿　桃 2634+2634 2000+2000
8 愛知 ＫＯＭＡＤＡ・名古屋ＬＴＣ 菱田奈那・山本未来
9 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 五十嵐凛・宮本雪凪 5532+5432 6842+6540

10 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 林　香那・村山瑚都 1800+1900 2525+2525
11 岐阜 K'S TC・クラブＳＧ 上野芳華・岡田陽愛 200+254 キャンセル
12 岐阜 フェスタＴＣ 平光咲月・尾関萌々子
13 岐阜 フェスタＴＣ 澤田実里・岩田花梨
14 岐阜 岐阜西ＴＣ 関谷　花・松島かなみ 2535+5535 1493+2990
15 岐阜 岐阜西ＴＣ・関ｽﾎﾟｰﾂ塾 岩田彩水・三本紗衣 688+888 546
16 岐阜 ＷｉＭ岐阜 後藤真尋・深尾初音 104+104
17 愛知 名古屋ＬＴＣ 山田帆乃花・平口桜紀
18 岐阜 アイエヌオー 高橋結望・井田響夏 265+265
19 岐阜 アイエヌオー 江崎茉那・飯沼萌楓
20 愛知 ﾁｪﾘｰTC・ﾂｸﾙTeamK 丹嶌里佳・山田咲那 愛知新人ﾌﾞﾛｯｸF
21 岐阜　 三和ＴＳ 河合留奈・小野木萌香
22 東農 聖マリア・恵那峡ＴＣ 長瀬愛花・大宮胡春 764+764 364+364
23 中濃 郡上市ﾃﾆｽ協会・ｸﾗﾌﾞＳＧ二村南実・佐部利祐良 403+260
24 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 小島　怜・西尾茉子
25 三重 三重ＧＴＣ・アレックス 市川彩矢・大西萌那 23位＋24位 東海Jr三重2位
26 三重 三重ＧＴＣ 舘　胡雪・岸田まひな
27 愛知 西尾ＬＴＣ・スポルトＴＡ 石川李衣・三橋はな 愛知県JrB4
28 愛知 YOENZAWA・森林LW 小林海梅・丹羽奈づ名 428
29 滋賀 湖北ＪｒＴＣ・ＮＴＰ 野上花歩・西井愛理 滋賀U1４Ｂ８
30 岐阜 ＷｉＭ岐阜・ミニッツ岐阜 三島梨央佳・岡田和奏
31
32



Ｎｏ 地区 チーム名 選手名 シード ＧＯＰ 東海 主な戦績
1 中濃 ｳｪﾙﾈｽ・美濃市ﾃﾆｽ協会 大西崚央・江川尚希 25+25
2 岐阜 ＨＩＤＥ　TA・ＷｉＭ岐阜 間宮友稀・丹羽駿介 172+450 680
3 岐阜 ＨＩＤＥ　TA・ＷｉＭ岐阜 西村友希・鈴木啓太
4 岐阜 ＨＩＤＥ　ＴＡ 山口雄大・今井力輝 172
5 愛知 ミズノＴＣ 川口航右・河野航大
6 岐阜 ＴＡ－ＮＯＢＵ 長縄達也・廣瀬　仲 100+50
7 愛知 木曽川ＬＴＣ・ＷｉＭ岐阜 村田佑太・深尾風月 26
8 中濃 レイクＴＡ 長嶋一朔・竹山輝利斗 25+26
9 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 山田稜真・五十嵐煉 51+25

10 東農 旭ヶ丘ＴＣ・長森日野ｽﾎﾟ少 続木優太朗・山田創太
11 岐阜 岐阜西ＴＣ・岐阜ＩＴＣ 藤井良太・松井丈大 50+100
12 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 多和田愛杜・足立勇頼
13 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 安江奏太・廣瀬歩人
14 東農 ＦＫクラブ 青山拓実・吉川黎音
15 東農 ＦＫクラブ 水野童矢・楯　和真
16 岐阜 ＷｉＭ岐阜 梅村絃生・中本大翔
17 愛知 名古屋ＬＴＣ 戸谷彩人・鵜飼　渉
18 愛知 名古屋ＬＴＣ 松本　経・松本　快 愛知ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞＤ1位
19 岐阜 アイエヌオー 井道匠太・岩間由祐
20 中濃 郡上市テニス協会 入木田颯登・佐藤綾祐 51+25
21 東農 恵那峡ＴＣ 中村匠生・橋詰拡輝
22 愛知 ロングウッド 本田拓帆・市原　颯
23 愛知 チェリーＴＣ 藤田岳也・稲垣慎太朗
24 西濃 ＳＪＣ 岡村祐樹・北野旦佳
25 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 安藤　孝・丸山湧生
26 愛知 茨木ＴＣ 原田健太郎・保坂海航
27 三重 三重ＧＴＣ 吉田　朔・田中淳平
28 三重 三重ＧＴＣ 山口稜太・中野創太
29 三重 三重ＧＴＣ 伊藤劉星・片岡龍亮
30 三重 桑名庭球ｸﾗﾌﾞ・三重GTC 水谷旭陽・原田侑宜 東海JrD三重1位
31 三重 オリンピア・三重GTC 鈴木　匠・古山爽太 東海Jr　三重予選4位
32 愛知 Ｔｉｐｓ・ウィルＴＡ瀬戸 坪内俊希・玉木　悠

待機
① 愛知 西尾ＬＴＣ・衣浦マリン 一柳大湖・菅野　陸
② 三重 桑名ＴＡ 寺田壮汰・伊藤亜月
③ 三重 三重ＧＴＣ 前田陵汰・原田幸宜



Ｎｏ 地区 チーム名 選手名 シード ＧＯＰ 東海 主な戦績
1 西濃 ＳＪＣ 向山莉央・田中愛美 272+272 260+260
2 岐阜 ミニッツ岐阜 富成優那・坂　乙葉
3 岐阜 Nick's TT・ＨＩＤＥ ＴＡ ｽﾄｩｰﾗｻｰｼｬ桜・佐野愛鈴 76+76
4 愛知 Ｔ Ｅ Ａ Ｍ Ｋ Ｏ Ｍ Ａ Ｄ Ａ 吉田琴美・渡邉菜央 愛知県ジュニアＢ４
5 岐阜　 三和ＴＳ 岩田侑芽・田中　翼
6 岐阜　 三和ＴＳ・木曽川ＬＴＣ 青木祐李音・村田ゆめ
7 愛知 チェリーＴＣ・アズールＴＡ 堀部珠乃・名倉万稀
8 中濃 レイクＴＡ・ＷｉＭ岐阜 板津菜奈可・三島黎空
9 岐阜 関スポーツ塾・Ｔ 酒井菜帆・丹羽絢子

10 岐阜 K'S TC・岐阜西ＴＣ 兼松留梨・安藤　愛 260+260 91+91
11 岐阜 岐阜西ＴＣ 大野　暖・岩田芽生 26+26
12 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 佐々木杏羽・藤岡　蘭 25+25
13 岐阜 岐阜ＩＴＣ・木曽川ＬＴＣ 吉川　慧・今村江里
14 岐阜 岐阜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙTC 小出芽衣・中川瑠璃
15 岐阜 ＷｉＭ岐阜 山谷莉子・丹羽絢香
16 中濃 郡上市ﾃﾆｽ協会・TA-NOBU池戸来望・池戸悠希子 100+100
17 東農 恵那峡ＴＣ 鈴木愛梨・山田奈々 160+260 241+241
18 東農 恵那峡ＴＣ 山田舞子・古屋恵美 25+25
19 三重 桑名ＴＡ・ニックインドア 杉村優月・中久木陽奈 78 東海ｼﾞｭﾆｱ三重１位
20 愛知 ウィルＴＡ瀬戸 市川遥瑠・加藤優芽
21 愛知 チェリーＴＣ・ライズＴＣ 鈴木陽葉・水野晴菜 愛知県ＪｒＢ４
22 三重 三重ＧＴＣ 舘　絢音・堤　芹菜
23 三重 三重ＧＴＣ 林　紗那・稲垣結美
24 岐阜 小林クラブ 片岡新菜・片岡心菜
25
26
27
28
29
30
31
32


