
 

６年男子シングルス
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浜崎 虎太郎 （森田ジュニア）

吉田 麟太郎 （みのりスポ少）

山岸 倖大 （松本ジュニア）

今村 大翔 （社西ジュニア）

黒瀬 煌介 （松岡スポ少）

後藤 優斗 （社南ジュニア）

土田 瑛大 （湊ジュニア）

渡辺 誠人 （社西ジュニア）

佐々木 悠陽 （松岡スポ少）

山口 斗聖 （清明ウィンズ）

宮川 陽登 （みのりスポ少）

福井 観月 （岡保ジュニア）

親 崎 旬 （社西ジュニア）

坂 本 力 （みのりスポ少）

五十嵐 瑛翔 （社南ジュニア）

松 川 修 （みのりスポ少）

長谷川 瑛士 （社西ジュニア）

松山 航太郎 （松岡スポ少）

川端 凌輔 （ハートスクール）

野尻 遥基 （和田ジュニア）

清水 颯真 （松岡スポ少）

馬場 竜輝 （みのりスポ少）

岩元 哉汰 （社南ジュニア）

山下 智輝 （松岡スポ少）

宮 北 匠 （みのりスポ少）

野村 皐介 （森田ジュニア）

永田 光樹 （社西ジュニア）

橋本 遥生 （社西ジュニア）

森 悠 悟 （みのりスポ少）

谷口 大夢 （社南ジュニア）

柳澤 悠人 （大安寺ジュニア）



５年男子シングルス
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横山 蒼人 （森田ジュニア）

廣部 成祐 （清水ジュニア）

野坂 聡吾 （六条バド）

金牧 瑛汰 （ハートスクール）

上田 蒼馬 （清明ウィンズ）

澤﨑 祐太 （社西ジュニア）

松井 晃佑 （清水ジュニア）

土田 タケル （岡保ジュニア）

佐竹 悠希 （宝永ジュニア）

則直 隼太 （社西ジュニア）

西川 直希 （和田ジュニア）

北 川 真 （足羽ジュニア）

前田 篤希 （和田ジュニア）

猿橋 寛介 （清水ジュニア）

吉村 望夢 （足羽ジュニア）

岩佐 多朗 （六条バド）

橋本 晃明 （清水ジュニア）

佐藤 輝良 （湊ジュニア）

三宅 大翔 （森田ジュニア）

小垣内 陽登 （木田ジュニア）

吉 田 翔 （清水ジュニア）

辻 恵 太 （六条バド）

三屋 遥翔 （社西ジュニア）

角野 天清 （足羽ジュニア）



４年男子シングルス
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城野 晄希 （清明ウィンズ）

猪田 悠世 （木田ジュニア）

原田 歩輝 （大安寺ジュニア）

小林 久遠 （松本ジュニア）

中村 奏斗 （宝永ジュニア）

中山 恵太 （木田ジュニア）

高橋 宗佑 （社南ジュニア）

三島 功晴 （松本ジュニア）

加藤 悠太朗 （足羽ジュニア）

長谷 惇生 （木田ジュニア）

上田 悠聖 （大安寺ジュニア）

竹澤 泰智 （松本ジュニア）

金鑄 清史郎 （鶉スポ少）

川端 快治 （ハートスクール）

長谷部 有 （松本ジュニア）

中野 嵩大 （木田ジュニア）

荒川 凛之輔 （足羽ジュニア）



６年女子シングルス
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元文 双葉 （松本ジュニア）

松宮 夢依 （六条バド）

竹田 さくら （松岡スポ少）

中廣 真緒 （みのりスポ少）

伏里 梨花 （清明ウィンズ）

堀田 歩未佳 （鶉スポ少）

木村 妃菜子 （東藤島ジュニア）

河本 美羽 （和田ジュニア）

竹山 茉那 （宝永ジュニア）

藤田 稚那 （足羽ジュニア）

永平 蒔和 （大安寺ジュニア）

松浦 知花 （社南ジュニア）

伊東 桃香 （松岡スポ少）

石田 莉央 （みのりスポ少）

斉藤 文菜 （木田ジュニア）

寺谷 彩花 （木田ジュニア）

岩本 日茉莉 （大安寺ジュニア）

藤井 心春 （東藤島ジュニア）

高 橋 凛 （社南ジュニア）

則 直 詩 （社西ジュニア）

道幸 亜胡 （松岡スポ少）

野村 美命 （六条バド）

藤岡 珠梨 （森田ジュニア）

鈴木 陽日 （松岡スポ少）

萩原 野々華 （清明ウィンズ）

林 愛 梨 （みのりスポ少）

矢木 詩月 （松本ジュニア）

山崎 友里奈 （清水ジュニア）

奥村 彩羽 （六条バド）

金田 芽依 （清明ウィンズ）

竹澤 怜愛 （松本ジュニア）

森岡 紗彩 （社南ジュニア）

前田 柑南 （松岡スポ少）

杉本 文音 （東藤島ジュニア）

岩永 真佳 （木田ジュニア）

宮北 美優 （みのりスポ少）

加藤 紗陽 （六条バド）

高氏 悠衣 （大安寺ジュニア）

平木 すみれ （社西ジュニア）

宇都宮 柚葵 （和田ジュニア）

京盛 日葵 （湊ジュニア）

楠 來 愛 （松岡スポ少）

山内 梨央 （松本ジュニア）

荒谷 優奈 （森田ジュニア）

前川 響希 （鶉スポ少）

櫻井 美羽 （松岡スポ少）

岩佐 心結希 （六条バド）

谷村 朱理 （社南ジュニア）

池田 采華 （宝永ジュニア）

田中 結梨 （清明ウィンズ）

西 川 凛 （大安寺ジュニア）

渡辺 いつき （清水ジュニア）

小畑 菜々美 （松岡スポ少）

岸田 陽愛 （松本ジュニア）

有賀 万乃佳 （清明ウィンズ）

高嶋 真姫 （みのりスポ少）

山崎 美空 （木田ジュニア）



５年女子シングルス
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成岡 彩菜 （森田ジュニア）

米澤 凛音 （清水ジュニア）

田 辺 浬 （松岡スポ少）

飛山 綾希 （木田ジュニア）

中村 美楓 （みのりスポ少）

笛吹 美優愛 （社南ジュニア）

梁川 美吹 （湊ジュニア）

酒井 麻里愛 （松岡スポ少）

北野 知花 （足羽ジュニア）

榊原 璃乃 （宝永ジュニア）

西田 彩希 （鶉スポ少）

御手洗 莉緒 （足羽ジュニア）

畑 成 未 （大安寺ジュニア）

吉田 倫瑠 （木田ジュニア）

釜岩 玲心 （松岡スポ少）

吉田 千織 （清明ウィンズ）

成岡 彩花 （森田ジュニア）

岩永 真奈 （木田ジュニア）

岡部 怜奈 （足羽ジュニア）

五十嵐 由理子 （足羽ジュニア）

山川 咲穂 （木田ジュニア）

五十嵐 百花 （みのりスポ少）

福井 晴桜 （岡保ジュニア）

藤岡 咲那 （清明ウィンズ）

長谷川 羽菜 （木田ジュニア）

斉藤 茉奈 （六条バド）

中 村 心 （松岡スポ少）

安居 花凜 （足羽ジュニア）

内田 琴音 （大安寺ジュニア）

木内 彩恵 （森田ジュニア）

上野 日菜咲 （社南ジュニア）

近岡 咲希 （松岡スポ少）

若山 咲恵 （足羽ジュニア）

原田 叶愛 （大安寺ジュニア）

若林 小春 （清水ジュニア）

高 橋 遥 （木田ジュニア）

河野 陽来月 （清明ウィンズ）

山田 恋梨 （湊ジュニア）
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水元 徠華 （足羽ジュニア）

細川 綾音 （松岡スポ少）

藤井 美海 （東藤島ジュニア）

勝見 望亜 （清明ウィンズ）

西出 蒔依 （鶉スポ少）

田中 愛莉 （宝永ジュニア）

猪島 靖夏 （足羽ジュニア）

朝倉 美桜 （大安寺ジュニア）

土田 美有 （六条バド）

齊藤 心愛 （松岡スポ少）

野田 桃子 （足羽ジュニア）

浜野 蒼葉 （木田ジュニア）

岩永 夏里那 （社南ジュニア）

木村 桃子 （東藤島ジュニア）

藤岡 莉央 （森田ジュニア）

橋本 こはる （森田ジュニア）

宇貝 日葵 （宝永ジュニア）

平林 明日香 （松本ジュニア）

秦 涼 羽 （東藤島ジュニア）

伊藤 蒼姫 （鶉スポ少）

形谷 心環 （足羽ジュニア）

丸木 花英 （松岡スポ少）

石田 希羽 （社南ジュニア）

大久保 ひなた （東藤島ジュニア）

加藤 陽乃 （六条バド）

森岡 愛彩 （社南ジュニア）

中野 寿音 （岡保ジュニア）

清川 彩乃 （松岡スポ少）

川端 理愛 （清明ウィンズ）

西口 依織 （足羽ジュニア）


