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所属 名前 シード ポイント アベレージ 所属 名前 シード ポイント アベレージ
1 覚王山TC 高城　大道 1 IWAMOTOITC木村　一都
2 西尾ローンTC 川田　俊太朗 2 ライズTS 平栗　瞬
3 内海高校 矢野　琢巳 3 h2ETA 豊川　温都
4 内海高校 藤村　泊冬 4 h3ETA 豊川　育弥
5 半田工業高校 松浦　健斗 5 西尾ローンTC 川田　駿実
6 半田工業高校 栗山　航輔 6 覚王山TC 佐久間　壮斗
7 半田工業高校 森田　昴志 7 覚王山TC 佐久間　領司
8 半田工業高校 平野　駿 8 TEAMKOMADA 三宅　凌平
9 半田工業高校 田村　敏基 9 CROSS ROAD 中廣　勇太

10 半田工業高校 榊原　和也 10 イデアス 飯田　祥多
11 半田工業高校 明壁　亮太 11 イデアス 園田　詩恩
12 半田工業高校 谷内　翔 12 竜美丘TC 伊東　裕貴
13 半田工業高校 中村　一雄 13 竜美丘TC 田口　優侑
14 半田工業高校 米山　綾佑 14 竜美丘TC 大間　純成
15 半田工業高校 山本　竜也 15 竜美丘TC 岡　道史
16 半田工業高校 岡本　夢生 16 チェリーTC 木野　陽生
17 半田工業高校 福田　航平 17 覚王山TC 松田　一優
18 竜美丘TC 天野　裕也 18 AITC 須原　稚登
19 若鳩TC 伊藤　鉄朗 19 西尾ローンTC 一柳　太湖
20 阿久比高校 田中　聡馬 20 TLPA 池田　陽凪大
21 阿久比高校 大浦地　諒真 21 TLPA 加藤　大翔
22 阿久比高校 盛興　謙斗 22 IWAMOTOITC西川　康史
23 阿久比高校 竹上　颯馬 23 ウインズテニスガーデン 川上　真輝
24 阿久比高校 板倉　令 24 MAT 大橋　孝太郎
25 阿久比高校 奥田　恭平 25 MAT サブレ森田怜杏
26 阿久比高校 阿部　真樹 26 MAT 澤井　真吾
27 阿久比高校 加藤　涼太 27 衣浦マリンTC 間瀬　大睦
28 阿久比高校 田宮　拓実 28 衣浦マリンTC 鎌田　海友
29 阿久比高校 永岡　健也 29 衣浦マリンTC 斉藤　俊樹
30 阿久比高校 折田　憲 30 衣浦マリンTC 榊原　尚弥
31 阿久比高校 久村　勝平 31 衣浦マリンTC 下條　喜輝
32 AITC 須原　悠太 32 衣浦マリンTC 菅野　陸
33 諸の木TC 関　凌太 33 衣浦マリンTC 佐々木　翔太
34 知多翔洋高校 松崎　太一 34 テニスラウンジ 川野　翔汰
35 知多翔洋高校 竹内　舜 35 テニスラウンジ 川野　佑太
36 TLPA 青山　舜弥 36 スポルトTA 根崎　航佑
37 若鳩ITC 櫻井　太智 37 スポルトTA 大島谷　将吾
38 ウインズテニスガーデン 岡本　貴大 38 スポルトTA 伊藤　彰浩
39 ウインズテニスガーデン 加古　啓人 39 スポルトTA 小原　蒼矢
40 ウインズテニスガーデン 高野　健太郎 40 スポルトTA 森島　哲太
41 ウインズテニスガーデン 野田　侑豊 41 スポルトTA 小沼　優太
42 ウインズテニスガーデン 高嶋　優斗
43 衣浦マリンTC 村上　遼馬
44 緑高校 堀田　康斗
45 緑高校 幡野　雄亮
46 緑高校 小森　太雅
47 緑高校 森　悠人
48 緑高校 平岩　礼央奈
49 緑高校 山吉　冬馬
50 TLPA 宮田　大輝
51 TLPA 鈴木　恒星
52 常滑高校 児玉　知也
53 常滑高校 中野　翔太
54 常滑高校 島崎　大
55 常滑高校 耒山　紘輝
56 常滑高校 遠山　裕貴
57 常滑高校 山下　斗真
58 常滑高校 久田　篤
59 テニスラウンジ東海 山東　柚輝
60 スポルトTA 中尾　隼也
61 スポルトTA 伊藤　太一
62 スポルトTA 渡邉　敦也
63 スポルトTA 木津谷　涼
64 スポルトTA 加藤　翼
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所属 名前 シード ポイント アベレージ 所属 名前 シード ポイント アベレージ
1 TLPA 秋山　聡美 1 覚王山TC 佐久間　留美
2 TLPA 秋山　結香 2 TEAMKOMADA 三宅　渚
3 ライズTS 宮下　心菜 3 竜美丘TC 大久保　柚南
4 ライズTS 平栗　杏菜 4 半田東高校 秋山　裕香
5 竜美丘TC 大久保　潤南 5 半田東高校 三浦　菜那
6 ツクル～Teamkei～ 山田　咲那 6 半田東高校 樫谷　菜生
7 アズールTA 名倉　果南 7 半田東高校 佐藤　彩乃
8 アズールTA 名倉　万稀 8 半田東高校 神納　ありさ
9 ロングウッド 成田　玲音奈 9 半田東高校 石原　碧

10 茨木TC 木村　美柚 10 半田東高校 土井　葵
11 西尾ローンTC 比楽　美咲 11 知多翔洋高校 米澤　真生
12 ウインズTG 奥村　芽依 12 知多翔洋高校 延原　ひかり
13 ウインズTG 奥村　眞子 13 知多翔洋高校 瀬川　かな子
14 ウインズTG 前田　愛子 14 知多翔洋高校 山口　菜摘
15 IWAMOTOITC中村　万桜 15 知多翔洋高校 笑喜　奏
16 衣浦マリンTC 斉藤　双葉 16 知多翔洋高校 梅田　千紘
17 衣浦マリンTC 石川　彩乃 17 知多翔洋高校 萩原　海
18 TLPA 槙原　瑠奈 18 椙山女学園中学校 鈴木　里佳
19 TLPA 友松　みゆ 19 メインTC 安田　菜々子
20 TLPA 後藤　彩月 20 TLPA 江藤　璃沙
21 TLPA 友松　あみ 21 ロングウッド 成田　愛結菜
22 スポルトTA 佐野　美涼 22 常滑高校 川畑　七菜佳
23 スポルトTA 宮岡　紫織 23 常滑高校 本田　絢莉
24 スポルトTA 野尻　一華 24 常滑高校 長原　久実
25 スポルトTA 三橋　はな 25 常滑高校 菅　理央
26 スポルトTA 田中　淳奈 26 常滑高校 古賀　祐季
27 スポルトTA 岩切　友音 27 東海南高校 三百田　紬
28 スポルトTA 吉川　まな圭 28 東海南高校 青山　なづな

29 東海南高校 北村　百香
30 東海南高校 永田　夏実
31 東海南高校 渡部　友菜
32 東海南高校 新美　明音
33 東海南高校 中村　仁美
34 東海南高校 畑村　和奏
35 東海南高校 竹内　千加
36 東海南高校 宮崎　智穂
37 東海南高校 鈴村　瑠香
38 東海南高校 鈴木　菜生
39 緑高校 反中　亜美
40 緑高校 高木　綾音

　 41 緑高校 恒川　美月
42 緑高校 山口　莉奈
43 緑高校 宮崎　奈々
44 スポルトTA 佐野　楓夏
45 スポルトTA 西田　安佑
46 スポルトTA 永田　梨紗
47 スポルトTA 木津谷　咲
48 スポルトTA 久野　夏菜子
49 スポルトTA 寒川　夏実
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高校生以下女子小学生女子

エントリーリストに漏れ・間違いがある場合は、2月28日（日）17:00までにご連絡ください。


