
イエロー 1 男子 折居 鷲亮 エストTC
2 男子 赤池 佑太 エストTC
3 男子 斉藤 紳介 エストTC
4 男子 竹内 滉二 エストTC
5 男子 村松 由基 エストTC
6 男子 小林 真輝 エストTC
7 男子 伊藤 洋一郎 エストTC
8 男子 渡邉 舞羽 クレイドルテニススクール
9 男子 藤森 駿 クレイドルテニススクール

10 男子 渡辺 成真 クレイドルテニススクール
11 男子 早川 大貴 クレイドルテニススクール
12 男子 渡辺 琉雅 クレイドルテニススクール
13 男子 中塚 正大 クレイドルテニススクール
14 男子 丹澤 諒 青葉インドアＴＳ
15 男子 長谷部 光祐 青葉インドアＴＳ
16 男子 榛原 碧海 GTK

17 男子 榛原 拓海 GTK

18 男子 峯田 禎央 GTK

19 男子 中村 颯希 INOテニス
20 男子 長山 太陽 北杜スポーツ塾
21 男子 村津 夏海 青葉インドアTS
22 男子 馬路 圭史 Fujiテニススクール
23 男子 小俣 怜央 Fujiテニススクール
24 男子 刑部 涼太 Fujiテニススクール

イエロー 1 女子 吉田 柊花 エストTC
2 女子 赤池 桂奈 エストTC
3 女子 塚原 理梨子 エストTC
4 女子 塚本 結衣 エストTC
5 女子 中澤 奈々 GTK

6 女子 相川 千咲 GTK

7 女子 中澤 里奈 GTK

8 女子 鴻上 舞矢 クレイドルテニススクール
9 女子 篠崎 実咲 クレイドルテニススクール

10 女子 中村 日鞠 クレイドルテニススクール
11 女子 小泉 綾袈 クレイドルテニススクール
12 女子 三枝 舞 INOテニス
13 女子 中西 そら フジプレミアムリゾート

グリーン 1 男子 依田 悠生 エストTC
2 男子 寺田 悠之信 クレイドルテニススクール
3 男子 坂本 拓斗 クレイドルテニススクール
4 男子 勝俣 葵 クレイドルテニススクール
5 男子 渡邊 佑剛 クレイドルテニススクール
6 男子 佐野 泰生 富士スポーツクラブ

1 女子 渡邊 愛子 エストTC
2 女子 佐野 果那 エストTC
3 女子 渡辺 彩花 エストTC
4 女子 綿貫 和 エストTC
5 女子 杉山 あれな エストTC
6 女子 李 佳璇 クレイドルテニススクール
7 女子 浅川 瞳 クレイドルテニススクール
8 女子 寺田 凛香 クレイドルテニススクール
9 女子 早川 桜禾 クレイドルテニススクール

10 女子 中田 明里 エストTC
11 女子 里吉 遥愛 エストTC



12 女子 里吉 陽葉 エストTC
13 女子 佐野 文萌 富士スポーツクラブ

オレンジ 1 男子 佐々木 喜一 エストTC
2 男子 山本 悠真 クレイドルテニススクール
3 男子 梶原 梨玖 クレイドルテニススクール
4 男子 川井 大地 クレイドルテニススクール
5 男子 武藤 賢太 クレイドルテニススクール
6 男子 羽田 幸正 クレイドルテニススクール
7 男子 河手 聡一郎 エスト

1 女子 松浦 まや クレイドルテニススクール
2 女子 渡邊 柊子 クレイドルテニススクール
3 女子 山本 新菜 クレイドルテニススクール
4 女子 中村 心良 クレイドルテニススクール
5 女子 梶原 まりん クレイドルテニススクール
6 女子 羽田 千絋 クレイドルテニススクール
7 女子 志村 知彩 エスト
8 女子 利根川 舞 エスト
9 女子 清水 千代 エスト


