
10 歳以下男女混合シングルス 14 歳以下男子シングルス 14 歳以下女子シングルス

　氏名 　　所属 　氏名 　　所属 　氏名 　　所属
1 大屋 海翔 T-step 1 増本 蒼士 Tension 1 大屋 結愛 T-step
2 高浦 健 やすいそ庭球部 2 石井 一史 西条ロイヤル 2 高浦 あかり やすいそ庭球部
3 折本 壮一 やすいそ庭球部 3 山田 悠世 やすいそ庭球部 3 久保 美貴子 FUTURE-ONE
4 久保 修一 FUTURE-ONE 4 山脇 悠太郎 Tension 4 尾﨑 寛子 Tension
5 山﨑 崇士朗 やすいそ庭球部 5 福田 愛輝 みなみ坂TS 5 河野 叶芽 なし
6 野村 海心 やすいそ庭球部 6 西本 惺良 みなみ坂TS 6 森澤 フジ花 NBテニスガーデン
7 森澤 いせ奈 NBテニスガーデン 7 村上 蓮 やすいそ庭球部 7 細川 瑠那 Tension
8 上野 遼真 やすいそ庭球部 8 沖田 太陽 やすいそ庭球部 8 諸葛 望愛 Tension
9 上迫 果実 Tension 9 松永 悠希 庭球館 9 上迫 陽莉 Tension
10 上迫 凌太朗 Tension 10 坂宮 篤志 Scratch 10 松永 夢芽 庭球館
11 渡邉 廉仁 Tension 11 岸本 凌弥 Tension 11 山本 優心 Tension
12 諸葛 愛奈 Tension 12 山口 将就 NBテニスガーデン 12 千倉 雪乃 庭球館
13 村上 類 やすいそ庭球部 13 篠崎 良羽 NBテニスガーデン
14 城戸 星音 TCS 14 信国 瑛太 NBテニスガーデン
15 阪田 大知 Tension 15 高橋 英士 NBテニスガーデン
16 瀧山 直 やすいそ庭球部 16 末廣 明海 ノア広島西校
17 岸本 彩愛 Tension
18 柴山 煌誠 NBテニスガーデン オープン男子シングルス オープン女子シングルス
19 山本 咲和 やすいそ庭球部

　氏名 　　所属 　氏名 　　所属
1 坂宮 大樹 Scratch 1 折本 はな やすいそ庭球部
2 谷本 郁 Tension 2 眞鍋 結衣 NBテニスガーデン
3 原田 佳晃 Tension 3 大塚 あや Tension
4 西本 理恩 みなみ坂TS 4 福岡 姫奈 Tension
5 吉田 慧星 Tension 5 柴山 那奈 NBテニスガーデン
6 牧 大斗 崇徳高校 6 谷本 葵 やすいそ庭球部
7 齋 良輔 広島学院高校 7 前野 天寧 NPO廿日市
8 久留原 充起 P-FORCE 8 山本 千尋 FUTURE-ONE
9 杉山 達哉 T-step
10 藤末 龍 やすいそ庭球部
11 山本 敏弘 崇徳高校
12 渡邉 栞太 Tension
13 山本 輝 Tension
14 山本 陽 Tension
15 植田 浩暉 崇徳高校
16 山﨑 光 やすいそ庭球部
17 岡本 幸大 みなみ坂TS
18 三好 啓斗 NBテニスガーデン
19 三好 裕稀 NBテニスガーデン
20 冨永 悠真 広島中等教育学校
21 住谷 颯太 広島学院高等学校
22 木村 圭佑 広島中等教育学校
23 山本 蓮 やすいそ庭球部
24 山本 雄大 FUTURE-ONE
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