
1 溝手 倫太朗 every TC 正木 光 レノファ山口 正木 勇気 レノファ山口
2 中島 大悟 大和オレンジボールTC 幡原 創 グリーンベアーズ 中林 宗一郎 RKKルーデンステニスクラブ
3 山崎 敬史 いのうえテニスガーデン 熊谷 壮太 カトウテニスクラブ 有田 陽葵 福岡パシフィック
4 菅 凌生 NBテニスガーデン 藤山 一千翔 やすいそ庭球部 猪熊 悠矢 丸亀テニスクラブ
5 香川 荘太 P.D.T.TENNIS CLUB 猪熊 惺太 丸亀テニスクラブ 蓑田 優築 WINNER
6 山本 直生 いのうえテニスガーデン 古田 真拓 風の国TCJr 久保田 海斗 レノファ山口
7 森原 千一郎 Tension 藤田 大輝 カトウテニスクラブ 広瀬 貴章 HIROテニスプランニング
8 広瀬 慶明 HIROテニスプランニング 信原 世昂 庭球館 広瀬 智章 HIROテニスプランニング
9 吉田 涼 風の国TCJｒ 中原 寛 ハニ・kami 橋口 空弥 Tension
10 橋本 詠哉 ツルガハマテニスクラブ 住田 涼成 みなみ坂テニススクール 川口 颯太 Scratch
11 山田 悠世 やすいそ庭球部 二條 慧太 アップデイト 難波 慶次 チェリーTC
12 阪田 大知 アキラITC 久保田 悠斗 レノファ山口 酒井 和 やすいそ庭球部
13 松永 悠希 庭球館 岩井 惺 やすいそ庭球部 田中 遼 みなみ坂テニススクール
14 梶村 幸永 ツルガハマテニスクラブ 森脇 悠斗 浜っ子テニスクラブ 久我 浩貴 TEAM-I
15 升谷 康佑 Tension　 廣瀬 遥人 浜っ子テニスクラブ 大方 陵平 アルファテニスクラブ
16 井上 貴道 山田テニスクラブ 田中 蓮斗 カトウテニスクラブ 小林 翠 NBテニスガーデン
17 菅  優詩 Wacc 大塚 脩馬 T-Step 石綿 凌空 愛媛トレセン
18 木村 英偉太 九州国際テニスクラブ 大方 康平 アルファテニスクラブ 村上 尚 湯山泰治TS
19 曽我部 健太 NBテニスガーデン 中村 悠杜 YELL Tennis Academy 長尾 治紀 ラスタット
20 瀧山 直 やすいそ庭球部 阿部 匠太朗 大和オレンジボールテニスクラブ加藤 和 アシニスクラブ
21 髙川 空澄 やすいそ庭球部 滝下 翔太郎 グリーンナウ 平畠 雄大 テニスアリーナガーデン
22 大平 晴仁 ノアカデミー倉敷 稲垣 堪太 アサヒTC 勝部 篤輝 グリーンベアーズ
23 森本 大駿 アサヒTC 金出地 洸太 アサヒTC 佐々木 康太 アサヒTC
24 吉村 淳希 JTC 大嶋 巧翔 福山テニス王国 西江 圭祐 アサヒTC
25 小櫻 空芽 グリーンベアーズ 小村 瑛紀 Tension 吉村 拓海 JTC
26 石田 誠志郎 山口テニスアカデミー 岸田 昊生 山口テニスアカデミー
27 長谷川 和真 山口テニスアカデミー 窪田 晃大 みなみ坂テニススクール
28 宇野 碧致 山口オーサンステニスクラブ 藤川 典真 やすいそ庭球部
29 小櫻 央雅 グリーンベアーズ 大島 碧斗 やすいそ庭球部
30 吉冨 琥之祐 アルファテニスクラブ 青木 佑仁 岡山理科大学附属中学校
31 山﨑 光 やすいそ庭球部 原 優斗 やすいそ庭球部
32 花田 竜之介 グランディールＴＣ　 森本 泰至 Tension
33 森本 蒼士 ノアアカデミー倉敷 廣本 陽優 ノア広島西
34 木河 瞭 team.縁 江草 春樹 福山テニス王国
35 藤川 純大 やすいそ庭球部 藤原 陸 やすいそ庭球部
36 渡辺 咲玖 NBテニスガーデン 大塚 陽士 愛媛トレセン
37 江先 真優 Tension　 山本 輝 Tension
38 梶川 修史 やすいそ庭球部
39
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