
小学生男子

No 選手名 JTRAランキング 都道府県 所属

1 小林 良輔 2 大阪府 ルーセントジュニアアカデミー

2 片山 琉空 4 兵庫県 テニスプラザ尼崎

3 廣瀬 勇太 6 香川県 PDT

4 玉木 翔大 9 兵庫県 ラボキッズジュニア

5 宮川 陽南太 10 和歌山県 TMD

6 田中 羚旺 13 三重県 SSG

7 安居院 虹斗 15 滋賀県 ARROWS

8 楠 奨真 17 香川県 屋島テニスクラブ

9 阿部 煌大 19 香川県 丸亀TC

10 橋詰 汐優 19 岐阜県 TEAM YONEZAWA 岐阜

11 岡部 世南 25 三重県 三重グリーンテニスクラブ

12 大政 光輝 26 滋賀県 パブリックTE

13 坂本 昇太朗 26 熊本 RKKルーデンス

14 松本 悠希 26 岡山県 アサヒテニスクラブ

15 山下 真歩路 30 高知県 奈半利小学校

16 片岡 龍亮 30 三重県 三重グリーンテニスクラブ

17 鈴木 春人 30 宮城県 RｰPROJECT

18 福井 悠生 41 宮城 ウイニングショット

19 山田 和輝 46 福島県 ア・パース

20 溝手 倫太朗 53 岡山県 ラスタットTC

21 前田 寛太 53 愛知県 名古屋ローン

22 大平 晴仁 60 岡山県 アサヒテニスクラブ

23 中津川 舜介 60 北海道 ウイング

24 吉武 蕾音 60 岡山県 ラスタットTC

25 木村 英偉太 60 福岡県 春日西テニスクラブ

26 重 雄登 84 鹿児島県 伊集院J

27 岩崎 泰知 富山県 センティア

28 森 篤輝 佐賀県 ファインヒルズJr

29 亀山 竜之介 岡山県 ラスタット

30 山崎 敬史 山口県 いのうえテニスガーデン

31 志水 陽奏 長野県 STT

32 山崎 あさひ 埼玉県 グリーンテニスプラザ
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小学生女子

No 選手名 ランキング 都道府県 所属

1 北岡 美空 1 大阪府 C's RACQUET CLUB

2 藤本 芽衣奈 2 岡山県 ラスタットテニスクラブ

3 樽床 風音 3 岡山県 ラスタットテニスクラブ

4 伊東 里緒菜 5 大阪府 星田テニスクラブ

5 森下 結有 9 三重県 三重グリーンテニスクラブ

6 藤田 梨央 11 兵庫県 西宮テニスクラブ

7 笹木 舞 14 福岡県 ブライトTC

8 高橋 芽衣 18 宮城県 ウイニングショット

9 佐藤 未來 22 徳島県 HIROテニスカレッジ

10 松永 凛 22 熊本県 スター熊本庭球塾

11 大村 和花子 22 岩手県 トイズテニスラボ

12 福田 いまり 33 静岡県 wishテニスクラブ

13 藤田 こまち 33 大阪府 コスパ神崎川

14 藤山 羽優 33 広島県 やすいそ庭球部

15 辻 和杏 51 徳島県 ラ ポーム　テニスクリエイト

16 日田 杷冴 51 岡山県 たけなみTA

17 菊池 りあ 千葉県 BASIS

18 渡辺 葵依 広島県 NBテニスガーデン

19 坪田 依茉 岡山県 ラスタットTC

20 西山 日向 岡山県 ラスタットTC

21 小田 朱莉 広島県 みなみ坂テニススクール

22 柴山 那奈 広島 NBテニスガーデン

23 永倉 聖理奈 岡山県 every TC

24 桑水流 江菜 鹿児島県 伊集院Ｊ
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中学生男子

No 選手名 ランキング 都道府県 所属

1 オスパリ シモン 1 大阪 Pro Star Tennis

2 井上 温仁 3 福岡県 福岡パシフィック

3 宮川 樹 4 大阪府 江坂テニスセンター

4 角尾 柊哉 4 大阪府 ノアインドアステージ深江橋

5 井関 勝之成 7 京都府 JAC Project

6 小田 恕大 8 京都府 LYNX TA

7 松岡 郁磨 9 京都府 パブリック小倉

8 中川 琉成 12 岡山県 ノア倉敷アカデミー

9 東 泰地 17 大阪府 江坂テニスセンター

10 渡邉 栞太 21 広島 Tension

11 香村 謙水 24 京都 LYNX

12 佐藤 颯基 24 宮城県 ダンロップ泉パークタウンテニスクラブ

13 中島 璃人 30 岡山県 TC ART

14 大嶋 里来 30 兵庫県 Team.K

15 浜田 理壱 30 岡山県 ラスタット

16 住田 涼成 36 広島県 みなみ坂テニススクール

17 青木 佑仁 44 岡山県 岡山理科大学附属中学校

18 尾通 正章 47 大阪府 tennis egg くずは

19 根本 陽生 58 福島県 More-Tennis

20 大城 優心 67 沖縄 ユニバーサル

21 三浦 怜央 74 宮城県 More-Tennis

22 山崎 光 74 広島県 やすいそ庭球部

23 田中 淳平 74 三重県 四日市TA

24 澤 太我 88 兵庫県 ラボキッズジュニア

25 大下 遥希 102 広島県 Scratch

26 小泉 晴冨 141 長野県 Team Hero

27 古山 爽太 三重県 三重グリーンテニスクラブ

28 福島 玄輝 鹿児島県 チームくろまめ

29 村津 夏海 山梨県 青葉インドアテニススクール

30 駒田 瑛人 兵庫県 ラボキッズジュニア

31 滝川 旭 山梨県 GTKテニスクラブ

32 赤沼　 逢兜 長野県

33 浜田 響己 岡山県 ラスタット
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中学生女子

No 選手名 ランキング 都道府県 所属

1 西村 佳世 1 兵庫県 新和中学

2 阿部 千春 2 香川県 丸亀TC

3 池田 花珠 4 岡山 ラスタットＴＣ

4 田崎 菜々美 12 兵庫県 ノアTA垂水

5 山内 華乃 16 愛知県 チェリーTC

6 山口 心暖 21 岡山県 たけなみTA

7 木下 晴結 26 大阪府 LYNX Tennis Academy

8 大塚 あや 26 広島県 テンション

9 堀川 いち乃 26 京都府 ルーセントジュニアアカデミー

10 澤 涼帆 26 兵庫県 ラボキッズジュニア

11 千葉 陽葵 41 大阪府 城南学園

12 林 妃鞠 41 5130019 三重グリーンテニスクラブ

13 堤 咲弥 41 三重県 三重グリーン

14 木村 英梨加 79 福岡県 春日西テニスクラブ

15 志久 舞優 104 岡山県 アサヒTC

16 石井 絢 栃木県 宇都宮サンテニスクラブ

17 田口 桜 広島 Scratch

18 網田 永遠希 岡山県 ラスタットテニスクラブ

19 江馬 心美 京都府 京都東山テニスクラブ

20 櫻井 友子 鳥取県 STEVE

21 櫻井 利真 鳥取県 STEVE

22 竹堂 杏 広島県 HIROテニスプランニング

23 塩津 美希 岡山県 アサヒTC

24 石川 星来 岡山県 石川TS

25 荒川 愛子 兵庫県 A&F

26 中澤 夢叶 岡山県 山陽学園中学校

27 國元 のどか 熊本県 RKKルーデンスTC

28 里 歩美 兵庫県 トップアスリート神戸
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