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3126761 東 祐貴也 ﾁｰﾑZIP 横浜市 ⽥奈⼩ 3/23 ⼩学⽣男⼦
3127251 横⼭ 慎之助 ﾁｰﾑZIP 横浜市 荏⽥⻄⼩ 3/29 ⼩学⽣男⼦
3127397 ⽯井 瑛介 ﾁｰﾑZIP 横浜市 鴨志⽥緑⼩ 3/8 ⼩学⽣男⼦
3127485 齋藤 璃空 京王⾚城ｱｶﾃﾞﾐｰ 川崎市 坂⼾⼩ 3/28 ⼩学⽣男⼦
3127518 ⾼橋 凛⽻ ⾃由ｶﾞ丘ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 川崎市 幸町⼩ 3/29 ⼩学⽣男⼦
3127603 相川 和範 ﾁｰﾑZIP 川崎市 栗⽊台⼩ 3/26 ⼩学⽣男⼦
3127674 岡⽥ ⼤空 ﾐﾔﾑﾗﾃﾆｽｾﾝﾀ- 川崎市 はるひ野⼩ 3/12 ⼩学⽣男⼦
3127702 ﾎﾞｳﾙｽﾞ ﾆｺﾗｽ TEAM YONEZAWA 逗⼦市 ⼩坪⼩ 3/21 ⼩学⽣男⼦
3127707 北⼭ 陽⽃ 町⽥ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 相模原市 ⿅島台⼩ 3/25 ⼩学⽣男⼦
3127726 佐藤 璃空 ⾃由ｶﾞ丘ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 川崎市 ⼤⾕⼾⼩ 3/11 ⼩学⽣男⼦
3127960 駒⽥ ⿓磨 有明ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 川崎市 東住吉⼩ 4/1 ⼩学⽣男⼦
3128024 岡本 凱 南町⽥ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ ⼤和市 中央林間⼩ 3/28 ⼩学⽣男⼦
3128198 永倉 ⼤誠 ﾁｰﾑZIP 川崎市 桐光学園⼩ 3/23 ⼩学⽣男⼦
3128235 ⼤⻄ 喜之 狛江ｲﾝﾄﾞｱｼﾞｭﾆｱATPﾁｰﾑ 川崎市 王禅寺中央⼩ 3/29 ⼩学⽣男⼦
3128292 ⾼⽊ 奏 町⽥ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 相模原市 淵野辺東⼩ 3/25 ⼩学⽣男⼦
3128339 浅倉 脩良 ⾃由ｶﾞ丘ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 川崎市 ⻄丸⼦⼩ 3/29 ⼩学⽣男⼦
3128485 ⽵盛 惺 ⽬⿊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 森村学園⼩ 3/26 ⼩学⽣男⼦
3128530 内藤 ⼤輔 ⾃由ｶﾞ丘ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 川崎市 橘⼩ 3/29 ⼩学⽣男⼦
3214129 ⼤家 朋晃 荏原SSC 横浜市 汲沢⼩ 3/12 ⼩学⽣男⼦
3214289 宮崎 太郎 K-Powersﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰﾏｰﾄﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 横浜市 中川⻄⼩ 3/22 ⼩学⽣男⼦
3214298 ⼤沼 隼也 Team YUKA 横浜市 上瀬⾕⼩ 3/23 ⼩学⽣男⼦
3214319 辻 琉聖 YSC 横浜市 桜台⼩ 3/12 ⼩学⽣男⼦
3214324 松岡 隼 荏原SSC 藤沢市 湘南学園⼩ 3/10 ⼩学⽣男⼦
3214326 上⽥ 洋⼈ 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ ⼩⽥原市 富⼠⾒⼩ 3/31 ⼩学⽣男⼦
3214351 関⼝ 恒 SSAﾚﾆｯｸｽ 横浜市 ⻄柴⼩ 3/14 ⼩学⽣男⼦
3214367 原⽥ 朗 横浜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｺﾐｭﾆﾃｨ 横浜市 ⼩菅ヶ⾕⼩ 3/23 ⼩学⽣男⼦
3214439 稲⽊ 琢真 SSAﾚﾆｯｸｽ 横浜市 旭⼩ 3/24 ⼩学⽣男⼦
3214440 稲⽊ 友望 SSAﾚﾆｯｸｽ 横浜市 旭⼩ 3/24 ⼩学⽣男⼦
3214445 原⽥ 裕太 IHSM綾瀬 海⽼名市 ⼤⾕⼩ 3/30 ⼩学⽣男⼦
3214446 ⽯井 智樹 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾃﾆｽｽｸ-ﾙ 横浜市 深⾕⼩ 3/22 ⼩学⽣男⼦
3214460 ⼤塚 昂 AIP 川崎市 王禅寺中央⼩ 3/23 ⼩学⽣男⼦
3214499 ⼭本 拓 K-Powersﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰﾏｰﾄﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 川崎市 ⻄有⾺⼩ 3/8 ⼩学⽣男⼦
3214500 ⽯井 凌⾺ Team YUKA 横浜市 神奈川⼩ 3/5 ⼩学⽣男⼦
3214530 ⽯島 丈慈 SSAﾚﾆｯｸｽ 逗⼦市 沼間⼩ 3/25 ⼩学⽣男⼦
3214560 ⽯井 啓 YC&AC Junior Tennis Academy 藤沢市 鵠洋⼩ 3/22 ⼩学⽣男⼦
3214562 松浦 麟太郎 ⻘葉台ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 桐蔭学園⼩ 3/17 ⼩学⽣男⼦
3214589 平野 湧⽃ ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA ⼤和市 ⼤和東⼩ 3/31 ⼩学⽣男⼦
3214608 ⼒徳 暖 YC&AC Junior Tennis Academy 横浜市 神⼤寺⼩ 3/24 ⼩学⽣男⼦
3214609 久保⽥ 陽⽴ 湘南ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 平塚市 真⼟⼩ 3/7 ⼩学⽣男⼦
3214619 ⾓⽥ 理樹 Team YUKA 横浜市 ⼤曾根⼩ 3/30 ⼩学⽣男⼦
3214622 三城 貴雅 荏原SSC 藤沢市 鵠洋⼩ 3/9 ⼩学⽣男⼦
3214637 森⽥ 悠仁 ﾘﾋﾞｴﾗ逗⼦ﾏﾘｰﾅﾃﾆｽｽｸｰﾙ 横浜市 瀬ヶ崎⼩ 3/17 ⼩学⽣男⼦
3214640 ⽻⽣ 伊織 ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA 相模原市 作の⼝⼩ 3/16 ⼩学⽣男⼦
3214651 曽根 ⼤洋 荏原SSC 藤沢市 鵠南⼩ 3/9 ⼩学⽣男⼦
3214653 岩⽥ 昊空 ｼﾝｽﾞあざみ野ﾃﾆｽﾁｰﾑ 横浜市 東市ヶ尾⼩ 4/1 ⼩学⽣男⼦
3214672 村崎 太樹 Val 藤沢市 六会⼩ 3/15 ⼩学⽣男⼦
3214678 瀬⼾ 佑弥 TOM Tennis Planning 秦野市 本町⼩ 4/1 ⼩学⽣男⼦
3214688 秋⽥ 晋作 相模原ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 相模原市 ⼤野台中央⼩ 3/22 ⼩学⽣男⼦
3214707 永井 優輝 IHSM綾瀬 綾瀬市 綾⻄⼩ 3/16 ⼩学⽣男⼦
3214708 種⼦⽥ 悠⽉ 南林間ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 座間市 栗原⼩ 3/9 ⼩学⽣男⼦
3214715 佐⽵ 真央 橘ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 横浜市 師岡⼩ 3/31 ⼩学⽣男⼦
3214729 服部 裕基 荏原SSC 川崎市 御幸⼩ 3/9 ⼩学⽣男⼦
3214731 久保⽥ 洋夢 橘ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 横浜市 綱島東⼩ 3/15 ⼩学⽣男⼦
3214775 堀 晃久 ⻘葉台ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 ⽇吉南⼩ 3/30 ⼩学⽣男⼦
3214790 外池 智稀 BEAT TENNIS CLUB 開成町 開成⼩ 3/26 ⼩学⽣男⼦
3214802 堀江 泰⽣ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾃﾆｽｽｸ-ﾙ 横浜市 下和泉⼩ 3/7 ⼩学⽣男⼦
3214818 吉川 徹 ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA ⼤和市 中央林間⼩ 3/24 ⼩学⽣男⼦
3214839 平井 翔梧 ESSC 海⽼名市 中新⽥⼩ 3/30 ⼩学⽣男⼦
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3214856 花原 智輝 ｼﾞｭﾝﾚｵﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 海⽼名市 ⼤⾕⼩ 3/25 ⼩学⽣男⼦
3214861 ⾕川 圭⽃ ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA 相模原市 相模⼥⼦⼤⼩ 3/25 ⼩学⽣男⼦
3214862 佐藤 将真 Val 横浜市 ⼤正⼩ 3/23 ⼩学⽣男⼦
3214863 野⼝ 峻 ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA 相模原市 相模台⼩ 3/8 ⼩学⽣男⼦
3214877 鈴⽊ 結⽣ ⼤島ﾌﾗﾜｰﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 相模原市 向陽⼩ 3/16 ⼩学⽣男⼦
3214897 相原 ⼀太 BEAT TENNIS CLUB 中井町 中村⼩ 3/26 ⼩学⽣男⼦
3214899 川村 拓永 ｼﾝｽﾞあざみ野ﾃﾆｽﾁｰﾑ 横浜市 茅ヶ崎東⼩ 3/23 ⼩学⽣男⼦
3214903 ⾼松 凛 川崎ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ 川崎市 東⾨前⼩ 3/29 ⼩学⽣男⼦
3214904 鎌倉 遥也 ⼤島ﾌﾗﾜｰﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 相模原市 広陵⼩ 3/16 ⼩学⽣男⼦
3214906 ⾼橋 遼介 荏原SSC 横浜市 神⼤寺⼩ 3/31 ⼩学⽣男⼦
3214911 笹元 紀吾 ⼩⽥急はたのﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 秦野市 ⻄⼩ 3/8 ⼩学⽣男⼦
3214938 ⼤⾨ 舜 ⻘葉台ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 榎が丘⼩ 3/29 ⼩学⽣男⼦
3214944 ⼩寺 佑季 荏原SSC 藤沢市 湘南台⼩ 3/21 ⼩学⽣男⼦
3214955 伊藤 太陽 葉⼭ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 葉⼭町 葉⼭⼩ 3/30 ⼩学⽣男⼦
3214964 北野 ⼼晴 湘南ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 茅ヶ崎市 茅ヶ崎⼩ 3/22 ⼩学⽣男⼦
3214990 ⾼⽥ 湧⼀朗 荏原SSC 藤沢市 ⼤越⼩ 3/21 ⼩学⽣男⼦
3214995 坂本 健英 荏原SSC 相模原市 若松⼩ 3/16 ⼩学⽣男⼦
3214998 森 茂貴 ｳｴｽﾄ横浜ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 汲沢⼩ 3/17 ⼩学⽣男⼦
3215024 布川 翔 湘南ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 茅ヶ崎市 ⾹川⼩ 3/16 ⼩学⽣男⼦
3215053 松本 和也 YSC 横浜市 南⼩ 3/25 ⼩学⽣男⼦
3215083 ⽮野 ⿓雅 ｼﾝｽﾞあざみ野ﾃﾆｽﾁｰﾑ 横浜市 すみれが丘⼩ 3/7 ⼩学⽣男⼦
3215163 周防 莉史 ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA 横浜市 上瀬⾕⼩ 3/14 ⼩学⽣男⼦
3215168 杉⼭ 兼新 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 平塚市 港⼩ 3/28 ⼩学⽣男⼦
3215180 濱⽥ 真輝 ESSC 横浜市 港南台第三⼩ 3/22 ⼩学⽣男⼦
3215194 嶋⽥ ｼﾞｭﾘｱﾝ湊 神奈川県ﾃﾆｽ協会 海⽼名市 有⿅⼩ 3/3 ⼩学⽣男⼦
3215245 稲垣 勇悟 葉⼭テニスクラブ 横浜市 六浦⼩ 3/24 ⼩学⽣男⼦
3215253 新井 蓮太郎 ESSC 相模原市 相模台⼩ 3/11 ⼩学⽣男⼦
3215281 ⾦本 怜⼤ シンズあざみ野テニスチーム 川崎市 鷺沼⼩ 3/21 ⼩学⽣男⼦
3215298 ⽶良 悠誠 ザバススポーツクラブ⾦沢⼋景 横須賀市 夏島⼩ 3/9 ⼩学⽣男⼦
3215321 佐藤 貴⼀ 神奈川県テニス協会 横浜市 瀬⾕第⼆⼩ 3/23 ⼩学⽣男⼦
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