
U10男女 U14男子 オープン男子 オープン女子

 氏名   所属  氏名   所属  氏名   所属  氏名   所属
1 城戸 星音 TCS 1 宮崎 壮真 大塚中学校 1 児玉 連太郎 Tension 1 尾﨑 寛子 Tension
2 堀井 龍也 Tension 2 熊谷 光真 NBテニスガーデン 2 久留原 充起 崇徳高校 2 藤本 怜矢 NBテニスガーデン
3 宮森 琴音 みなみ坂TS 3 高浦 健 やすいそ庭球部 3 植田 浩暉 崇徳高校 3 箱田 真央 広島井口高校
4 寺西 瑛大郎 やすいそ庭球部 4 熊谷 勇志 NBテニスガーデン 4 齋 良輔 広島学院高校 4 永芳 夏乃 広島井口高校
5 平尾 茉理奈 Hibridテニススクール 5 森岡 健次郎 近大東広島 5 増本 蒼士 みなみ坂TS 5 和田 涼花 広島井口高校
6 諸葛 愛奈 Tension 6 和田 有生 大塚中学校 6 出垣 遼 Tension 6 田邊 由楽 広島井口高校
7 中尾 俊司 ZONE 7 細谷 忠広 Scratch 7 森川 瑞生 広島学院高校 7 三島 喜來 広島井口高校
8 小田 晴日 みなみ坂TS 8 髙山 弘志朗 NBテニスガーデン 8 前田 歩咲 海田高校 8 藤井 美優 広島井口高校
9 沖本 彪真 Scratch 9 中尾 玄司 ZONE 9 前塲 大希 海田高校 9 西村 文花 広島井口高校
10 折本 壮一 やすいそ庭球部 10 瀧山 直 やすいそ庭球部 10 福垣内 将 海田高校 10 市橋 月渚 広島井口高校
11 大屋 海翔 T-step 11 高橋 英士 NBテニスガーデン 11 久保田 悟 広島学院高校 11 佐伯 友香 広島井口高校

12 沖本 太我 Scratch 12 山田 悠平 Tension 12 遠藤 雅 T-step
13 沖本 怜遠 Scratch 13 吉田 慧星 崇徳高校 13 津田 明里 美鈴が丘高校
14 蓼原 蒼真 NBテニスガーデン 14 渡邉 栞太 Tension 14 野島 小雪 美鈴が丘高校
15 加藤 匠真 NBテニスガーデン 15 貸川 瑞季 美鈴が丘高校
16 渡邉 廉仁 Tension 16 平尾 志帆 美鈴が丘高校
17 竹中 泰志 NBテニスガーデン 17 松尾 すず 美鈴が丘高校

18 梅田 真帆 美鈴が丘高校
19 吉田 楓葉 美鈴が丘高校
20 稲田 梨々香 美鈴が丘高校
21 高光 理紗子 美鈴が丘高校
22 門藤 舞 美鈴が丘高校
23 天堂 侑羅 美鈴が丘高校
24 田上 優奈 美鈴が丘高校
25 須賀 宥心 美鈴が丘高校
26 古城 芽生 大塚中学校
27 近藤 紗衣 NBテニスガーデン
28 堀江 音穂 大塚中学校
29 塚本 美羽 広島井口高校
30 細川 瑠那 Tension
31 高浦 あかり やすいそ庭球部
32 福岡 姫奈 Tension
33 眞鍋 結衣 NBテニスガーデン
34 森川 沙楽 Tension
35 加藤 優瑞希 NBテニスガーデン
36 小田 朱莉 みなみ坂TS
37 山根 咲希 舟入高校
38 大屋 結愛 T-step
39 高木 和 NB テニスガーデン
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