
登録番号 氏名 所属団体名 市町村 小学校  受付日MM/DD 種目

3165527 若山　璃音 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 川崎市 西丸子小 3/7 女子

3165873 影山　海結 狛江インドアジュニアATPチーム 川崎市 百合丘小 3/7 女子

3165994 北山　結愛 町田ローンテニスクラブ 相模原市 鹿島台小 3/23 女子

3165996 松渕　桃 町田ローンテニスクラブ 相模原市 淵野辺東小 3/23 女子

3166076 加藤　心音 レッツインドアテニススクール 川崎市 桐光学園小 3/22 女子

3166185 馬場　アリーチェ 狛江インドアジュニアATPチーム 川崎市 片平小 3/19 女子

3258419 北原　結乃 Team YUKA 横浜市 東市ヶ尾小 3/19 女子

3258435 坂野　生奈 レニックステニススクール 横浜市 並木第一小 3/7 女子

3258481 豆崎　夏 荏原SSC 海老名市 大谷小 3/23 女子

3258486 中里　亜優菜 荏原SSC 横浜市 平沼小 3/12 女子

3258509 明場　凛 YSC 横浜市 緑園西小 3/7 女子

3258520 飯田　紗帆 厚木国際テニスクラブ 厚木市 厚木第二小 3/16 女子

3258526 添田　栞菜 荏原SSC 藤沢市 小糸小 3/16 女子

3258538 永野　美嘉 Team YUKA 川崎市 井田小 3/7 女子

3258549 添田　ゆう 大磯テニスアカデミー 平塚市 花水小 3/7 女子

3258555 内田　結那 厚木国際テニスクラブ 厚木市 戸田小 3/13 女子

3258556 丸山　にこ 荏原SSC 鎌倉市 西鎌倉小 3/23 女子

3258557 米澤　渚 荏原SSC 茅ヶ崎市 円蔵小 3/24 女子

3258571 金津　香杏 リーファインターナショナルテニスアカデミー 藤沢市 羽鳥小 3/23 女子

3258592 小林　柚葵 荏原SSC 平塚市 真土小 3/7 女子

3258599 片岡　叡美 厚木国際テニスクラブ 座間市 入谷小 3/23 女子

3258603 岡田　あやめ ジュンレオテニスアカデミー 綾瀬市 綾西小 3/7 女子

3258605 辻本　羽菜 葉山テニスクラブ 横須賀市 池上小 3/19 女子

3258609 藤井　梨奈 荏原SSC 横浜市 市ヶ尾小 3/20 女子

3258623 関野　愛子 BEAT TENNIS CLUB 中井町 中村小 3/12 女子

3258627 鹿島　璃子 YSC 横浜市 潮田小 3/22 女子

3258632 野口　紗枝 IWK TENNIS MANAGEMENT　 相模原市 相模台小 3/14 女子

3258639 井上　花帆 IWK TENNIS MANAGEMENT　 開成町 開成南小 3/24 女子

3258653 筒井　咲希 ウエスト横浜テニスクラブ 横浜市 葛野小 3/23 女子

3258667 中村　菜花 あざみ野ローンテニスチーム 横浜市 あざみ野第二小 3/7 女子

3258682 志澤　里桜 BEAT TENNIS CLUB 南足柄市 福沢小 3/19 女子

3258686 宮本　遙 大島フラワーテニスガーデン 相模原市 田名小 3/19 女子

3258690 野中　麻衣 コナミスポーツクラブ海老名 厚木市 厚木小 3/19 女子

3258708 石塚　実咲 BEAT TENNIS CLUB 秦野市 南が丘小 3/7 女子

3258709 稲田　英琳 ファーイーストJrTA 川崎市 久本小 3/19 女子

3258710 長岡　真央 IWK TENNIS MANAGEMENT　 相模原市 共和小 3/7 女子

3258714 渡邉　菜優 大磯テニスアカデミー 大磯町 国府小 3/19 女子

3258725 遠藤　寛果 エンドウテニススクール 開成町 開成小 3/23 女子

3258736 名雪　芹 荏原SSC 茅ヶ崎市 松林小 3/8 女子

3258742 布川　優 湘南ローンテニスクラブ 茅ヶ崎市 香川小 3/8 女子

3258754 目代　美咲 Kテニススクール 川崎市 宮前平小 3/15 女子

3258763 熊谷　彩 リビエラ逗子マリーナテニススクール 鎌倉市 第一小 3/24 女子

3258777 熊谷　帆夏 荏原SSC 藤沢市 天神小 3/8 女子

3258787 田中　結惟 青葉台ローンテニスクラブ 横浜市 マリアモンテッソーリ小 3/15 女子

3258800 楠本　汐織 プロフェッショナルテニススク-ル 横浜市 伊勢山小 3/23 女子
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