
  12/7（土） - 12/8（日）

▼集合時間・試合方式

※ 予選リーグ戦終了後、本戦トーナメント（1,2位トーナメント・3,4位トーナメント）を行います。

　　本戦トーナメントは試合終了後、抽選で決定します。

※ 順位決定方法は、①勝敗 ②直接対決 ③得失点差 ④スポ人ランキング（12月6日付け）　の順番で決定します。 

※ 試合前のアップはサービス4本

※ 練習コートは当日大会本部にてサインをお願いします。（ボールは各自ご用意ください）

※ 前日コート開放　12時30分～16時30分 （受付12時～/ボールは各自でご用意ください。）

　　保護者の方が行う場合はテニスシューズの着用をお願いします（前日コート開放のみ）

※発表の時間までに大会本部にて受付を行ってください。

（時間までに受付のない選手はいかなる理由も棄権として扱いますのでご注意ください）

※天候、コート状況によりコートサーフェス、開始時間・試合⽅法が変更になる場合があります。

▼会場
小室山市営テニスコート　　静岡県伊東市川奈1260　小室山公園

▼当日連絡先
070-6553-9008　（8時～）　※大会期間中以外でのご連絡はご遠慮ください

▼欠場
＜大会開催日前＞ 【欠場届】のフォームからご連絡をお願いします（クリックでフォームに飛びます）

＜大会日当日＞ 上部記載の「当日連絡先」にご連絡をお願いします。

▼雨天時
雨天、コート不良などによる中止の決定、集合時間変更などは開始1時間前にします。

スポ人　News＆Topicsで確認をしてください。

※事務局からメール/電話等の個別連絡は致しません。

※遠方からお越しの選手も考慮できませんのでご注意ください。

＜大会開催日前＞　Mail：info2@spojin.com   

＜大会当日＞　各大会インフォメーションに記載の「当日連絡先」までお願いします。
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＜インフォメーション＞

11歳以下男子

12月7日（土） 12月8日（日）

9:00

予選リーグ 本戦トーナメント
試合方式種目

予選リーグ後、本戦トーナメント
（1,2位トーナメント・3,4位トーナメント）

予選：6ゲーム先取　ノーアド方式
本戦：1セットマッチ（6-6タイブレーク）

ノーアド方式

15歳以下男子

13歳以下女子

9:00

9:00

9:00

＜大会に関するお問い合わせ先＞　Growing 運営事務局

練習コート

13歳以下男子

8:30～8:55（選手のみ）

15歳以下女子

11歳以下女子

8:30～8:55（選手のみ）

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00

https://www.spojin.com/contact02/
https://www.spojin.com/contact02/
https://www.spojin.com/contact02/
https://www.spojin.com/contact02/


・ 来場前に発表ドローと集合時間をチェックして大会会場までお越しください。

・ 必ず集合時間前までに大会本部で受付をしてください。

※ 交通渋滞/電車遅延などいかなる理由も遅刻は認められません。

　  特に遠方の方はお時間に余裕を持ってご来場ください。

・ オーダーオブプレイで進行します。控えに入りましたら各自ボールを受け取りに来てください。

・ 控えになったらコート付近で待機し、前の試合が終わり次第すぐにはいれるよう準備をしてください。

・ 前の試合が終了してから15分以内にコートに入らない場合は失格となります。

・ ドロー記載/大会前説明の試合方法で試合を行ってください。

・ ポイントコール/ジャッジは大きな声・ハンドシグナルで行ってください。

・ 試合中のスコア忘れやジャッジトラブルの場合、相手選手と確認をしあって解決を図ってください。

※解決できない場合は 「選手自身」が大会レフリーにお声がけください。

・スコアボードを元に戻し、勝った選手がボールを持ってすぐに大会本部にスコア報告をしてください。

・各種目の優勝/準優勝者/ベスト4を表彰します。（15歳以下女子は優勝、準優勝を表彰）

・各種目の優勝者には2020年2月の国別対抗戦の出場権を付与いたします。

　（詳細は後日該当者へご連絡いたします）

・大会MVPにはIMGに無料ご招待（渡航費別）・・・全選手から選考し、スポ人サイトにて後日発表いたします。

＜フレンドリーマッチ＞ ・本戦トーナメント敗退者を対象に、ダブルスを行います。

・1試合ごとにペアを代えて試合を行います。（年齢、性別は分けずに一緒に行う予定です）

・一番取得ゲーム数の多い選手を表彰いたします。

※ 詳細は大会会場にて発表いたします。

・テニスシューズは大会要項記載のサーフェスを確認して各自用意をしてください。

・コート外でのボールを使ったアップは禁止です。

・ドロー及び試合方法は、状況により変更の可能性があります。

・撮影のためカメラマンがコートに入る場合があります。
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＜試合後＞

＜表彰＞

＜その他＞

＜大会注意事項 1 ＞

＜来場前確認＞　

＜会場受付＞

＜試合前＞

＜試合＞



お車でお越しの方は下記赤印に駐車をお願いします。

＜開会式＞ 12月7日（土）9時10分より、開会式を行います。全選手ご参加ください。

オフィシャルホテルから大会会場まで送迎バスがございます。（7日、8日の各1便）

ハトヤホテル（7時50分）→ホテルニュー岡部（8時00分）→ラヴィエ川良（8時10分）→試合会場（8時30分）

※ 運行スケジュールが変更になりました。

▼ 大会事務局サイトからオフィシャルホテルをご予約された方

無料にてご利用いただけます。バスのご予約は11月25日以降メールにて申し込みのご案内をいたします。

▼ 大会事務局サイトからオフィシャルホテルのご予約をされていない方

有料（1回1,000円/人）にてご利用いただけます。

【申込方法】 12月2日（月）より以下サイトにてお申し込みください。

http://www.challenge-tennis.net/growing2019/cms/wp/archives/post-all

※ 先着順となります。（定員がございますので、ご希望に添えない場合がございます）

※ レセプション会場へは各自でお越しください。（伊東駅から徒歩15分）

日時：12月7日（土）18時30分～20時を予定。18時より受付開始

会場：伊東市観光会館別館（〒414-0024 静岡県伊東市和田１丁目１６−１）

※ 大会参加選手には、1,000円分の軽食券をレセプション受付時に配布いたします。

※ 保護者、関係者は有料となります。（1品500円）

※ レセプション会場の地図を試合会場にて配布いたしますので、ご希望の方は大会本部まで。

▼ 出店予定

・CAFETERIA　GALLERIA 伊東のイタリアンバール　ピザやパニーニ販売

・うめロク商店 伊豆の鰹節を使ったラーメン販売

・ヒサ 伊東で焼き鳥や、焼きおにぎり、豚汁等を販売

・Mobile Kitchen Azito オムライスやカレー、シフォンケーキなどの洋食を販売

下記イベントページにご案内いたします。

http://www.challenge-tennis.net/growing2019/cms/wp/archives/2192

＜路線バス＞ 東海バスの運行スケジュールは下記にてご確認いただけます。会場最寄りバス停は「伊東商業高校」です。

http://dia.tokaibus.jp/rosen/C2-itoeki.html#2182
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＜イベント＞　

＜大会注意事項 2 ＞

＜駐車場＞

＜送迎＞

＜レセプション＞　

↑ 伊東市駅

http://www.challenge-tennis.net/growing2019/cms/wp/archives/post-all
http://www.challenge-tennis.net/growing2019/cms/wp/archives/2192
http://dia.tokaibus.jp/rosen/C2-itoeki.html#2182


山本 翔太郎 ＜埼玉県＞

沖田 宙洛 ＜兵庫県＞

小林 透也 ＜東京都＞

椎名 惇気 ＜静岡県＞

加藤 佑亮 ＜神奈川県＞

松本 悠希 ＜岡山県＞

御前 湊麓 ＜兵庫県＞

安藤 大貴 ＜兵庫県＞

広瀬 慶明 ＜広島県＞

西垣 翼 ＜滋賀県＞

入倉 嶺 ＜東京都＞

松尾 拓時 ＜神奈川県＞

三宅 蒼翔 ＜三重県＞

志知 暖基 ＜静岡県＞

福士 健吾 ＜東京都＞

アクトスポーツクラブ

ファーイーストJr.TA

ノアアカデミー倉敷

勝敗 順位Bブロック

2

2

3

Aブロック

Ｆテニス

ALLROUND

たちかわJTA
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11BS

山本 翔太郎

1

椎名 惇気 加藤 佑亮 松本 悠希 御前 湊麓

4

勝敗 順位沖田 宙洛 小林 透也

順位

1

1

勝敗

4

安藤 大貴 広瀬 慶明 西垣 翼 入倉 嶺

3

2

ＨＩＲＯテニスプランニング

スポルトクオーレ

松尾 拓時 三宅 蒼翔 志知 暖基 福士 健吾 勝敗 順位

4

町田ローンテニスクラブ

2

1

HKTA

三重グリーンテニスクラブ

Cブロック

4

3

Dブロック

3

テニスプラザ尼崎

ルーセントジュニアアカデミー

STAC

JITC



高橋 央太郎 ＜兵庫県＞

田中 勘太郎 ＜三重県＞

阿部 素晴 ＜静岡県＞

仮屋 透真 ＜宮城県＞

安生 竜輝 ＜栃木県＞

加瀬 喜一郎 ＜新潟県＞

三原 煌大 ＜石川県＞

井内 悠資 ＜大阪府＞

源 拓真 ＜石川県＞

宮田 凌 ＜岡山県＞

栗田 拓実 ＜長野県＞

松本 潤 ＜神奈川県＞

新井 崚介 ＜大阪府＞

溝手 倫太朗 ＜岡山県＞

町田 柊也 ＜群馬県＞

池田 優 ＜東京都＞

Val

4

3

前橋ミナミグリーンテニスクラブ

1

シーズラケットクラブ

ノアアカデミー倉敷

ICHIKATSU TENNIS ACADEMY

Hブロック 新井 崚介 溝手 倫太朗 町田 柊也 池田 優 勝敗

4

順位

2

3

team HERO

2

1

ＴＥＡＭ　ＫＩＴ

ラスタットTC

Gブロック 源 拓真 宮田 凌 栗田 拓実 松本 潤 勝敗 順位

FFTANanao

4

ファミリーITS

3

コスパ八尾南

宇都宮サンテニスクラブ

2

井内 悠資 勝敗 順位

1

Fブロック 安生 竜輝 加瀬 喜一郎 三原 煌大

ワタナベテニスカレッジ

4

R-PROJECT

3

西宮テニスクラブ

2

1
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11BS

Eブロック 高橋 央太郎 田中 勘太郎 阿部 素晴 仮屋 透真 勝敗 順位



塚本 優人 ＜京都府＞

小泉 晴冨 ＜長野県＞

深山 櫂俐 ＜埼玉県＞

戒田 隆隼 ＜千葉県＞

渡邉 栞太 ＜広島県＞

元木 遼大 ＜滋賀県＞

榎木 琢磨 ＜大阪府＞

高橋 昂生 ＜愛知県＞

瀬尾 悠太 ＜京都府＞

田鶴 真大 ＜栃木県＞

山田 輝 ＜三重県＞

松本 貢 ＜神奈川県＞

梅田 優翔 ＜茨城県＞

石田 誠志郎 ＜山口県＞

黒田 大晴 ＜兵庫県＞

河野 史乃介 ＜愛知県＞
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Iブロック 塚本 優人 小泉 晴冨 深山 櫂俐 戒田 隆隼 勝敗 順位

ハロースポーツTS

2

Team HERO

1

Jブロック 渡邉 栞太 元木 遼大 榎木 琢磨

TC大井ファミリー

4

fellows SPORTS

3

Tension

2

高橋 昂生 勝敗 順位

1

江坂テニスセンター

4

アローズ

3

チェリーTC

Kブロック 瀬尾 悠太 田鶴 真大 山田 輝 松本 貢 勝敗 順位

1

モリタテニススクール学園前

リバーテニススクール

3

SSG

2

CSJ

山口テニスアカデミー

松原テニススクール

Lブロック 梅田 優翔 石田 誠志郎 黒田 大晴 河野 史乃介 勝敗

4

順位

2

1

3

西宮テニスクラブ

TEAM YONEZAWA名古屋

4



清水 良真 ＜兵庫県＞

近藤 徹迪 ＜東京都＞

坂口 侑来 ＜和歌山県＞

和島 武遼 ＜神奈川県＞

豊福 一生 ＜東京都＞

須賀 凛歩 ＜京都府＞

野口 蒼太 ＜千葉県＞

吉井 一就 ＜愛知県＞

板谷 学 ＜兵庫県＞

勝又 蒼弥 ＜静岡県＞

靜谷 匡 ＜千葉県＞

前 心之助 京都府

川上 拓真 ＜栃木県＞

中村 怜央 ＜京都府＞

田中 羚旺 ＜三重県＞

田邊 煌 ＜神奈川県＞
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11BS

Mブロック 清水 良真 近藤 徹迪 坂口 侑来 和島 武遼 勝敗 順位

テニスプラザ尼崎

2

たちかわJTA

1

Nブロック 豊福 一生 須賀 凛歩 野口 蒼太

TMD

4

荏原SSC

3

目黒テニスクラブ

2

吉井 一就 勝敗 順位

1

フェローズ インドテニスアンドスポーツ

4

パブリックテニス洛西

3

チェリーTC

Oブロック 板谷 学 勝又 蒼弥 靜谷 匡 前 心之助 勝敗 順位

1

PanaChildren

ミナミテニスクラブ

3

フミヤエース市川テニスアカデミー

2

リバーテニススクール

舞鶴グリーンテニスクラブ

Pブロック 川上 拓真 中村 怜央 田中 羚旺 田邊 煌 勝敗

4

順位

2

1

3

SSG

ファーイーストJrTA

4



佐藤 颯基 ＜宮城県＞

白石 夏輝 ＜埼玉県＞

広瀬 貴章 ＜広島県＞

岩瀬 緋呂将 ＜滋賀県＞

藤川 恒輝 ＜東京都＞

岩清水 優矢 ＜静岡県＞

井伊 祥太 ＜兵庫県＞

片川 陽琉 ＜静岡県＞

松根 拓希 ＜石川県＞

額田 賢和 ＜京都府＞

野々山 仁 ＜石川県＞

高橋 優輝 ＜埼玉県＞
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Aブロック 佐藤 颯基 白石 夏輝 広瀬 貴章 勝敗 順位

泉パークタウンテニスクラブ

2

スポーツマックスユニバーサルテニススクール

1

Bブロック 岩瀬 緋呂将 藤川 恒輝 岩清水 優矢

ＨＩＲＯテニスプランニング

4

3

Arrows T.S.

2

勝敗 順位

1

ウンノストロベリーテニス

4

コナミテニススクール西葛西

3

Cブロック 井伊 祥太 片川 陽琉 松根 拓希 勝敗 順位

1

ノアTA垂水

駿河台LTC

3

津幡ジュニア

2

サン城陽TC

津幡ジュニア

Dブロック 額田 賢和 野々山 仁 高橋 優輝 勝敗

4

順位

2

1

3

レイムテニスセンター

4



秋山 斗吾 ＜静岡県＞

髙橋 瞭太 ＜兵庫県＞

山田 結斗 ＜富山県＞

広瀬 智章 ＜広島県＞

三木 元気 ＜兵庫県＞

加藤 誠健 ＜千葉県＞

小島 温仁 ＜京都府＞

笠井 祐斗 ＜東京都＞

古賀 成 ＜福岡県＞

角田 龍斗 ＜宮城県＞

大浦 蒼唯 ＜兵庫県＞

妙木 祐介 ＜神奈川県＞
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Eブロック 秋山 斗吾 髙橋 瞭太 山田 結斗 勝敗 順位

アクトスポーツクラブ

2

西宮テニスクラブ

1

Fブロック 広瀬 智章 三木 元気 加藤 誠健

大林TS

4

3

ＨＩＲＯテニスプランニング

2

勝敗 順位

1

ローズヒルテニスクラブ

4

トップアスリート神戸

3

Gブロック 小島 温仁 笠井 祐斗 古賀 成 勝敗 順位

1

パブリックテニス宝ヶ池

レテテニススクール

3

柳川高校JTC

2

R-PROJECT

A&F

Hブロック 角田 龍斗 大浦 蒼唯 妙木 祐介 勝敗

4

順位

2

1

3

4



島 笙太 ＜京都府＞

今井 叶達 ＜千葉県＞

久保田 圭 ＜静岡県＞

宮原 悠 ＜新潟県＞

森本 碧瑛 ＜神奈川県＞

戸谷 燦太 ＜兵庫県＞

田中 淳平 ＜三重県＞

吉田 樹生 ＜奈良県＞

野坂 条 ＜秋田県＞

荒井 雄介 ＜栃木県＞

内田 恭弘 ＜京都府＞

國分 寛太 ＜東京都＞

Growing 2019 Final by HEAD

13BS

Iブロック 島 笙太 今井 叶達 久保田 圭 勝敗 順位

パブリックテニス宝ヶ池

2

IHSMテニスアリーナ松戸

1

Jブロック 宮原 悠 森本 碧瑛 戸谷 燦太

アイテニスクラブ

4

3

ササキテニスクラブ

2

勝敗 順位

1

Pana Children

4

神奈中テニススクール

3

Kブロック 田中 淳平 吉田 樹生 野坂 条 勝敗 順位

1

株インターナショナル

3

ファンキーテニスアカデミー

2

RIVER

京都東山TC

Lブロック 荒井 雄介 内田 恭弘 國分 寛太 勝敗

4

順位

2

1

3

テニススクールプリマステラ

4



佐藤 一翔 ＜千葉県＞

立岩 玲桜 ＜香川県＞

奥田 一敬 ＜大阪府＞

宮崎 晋大朗 ＜東京都＞

俣野 雅仁 ＜香川県＞

久保 勇颯 ＜熊本県＞

小倉 大 ＜新潟県＞

高橋 優太 ＜滋賀県＞

和田 寅朗 ＜千葉県＞

4

3

オールサムズ

2

1

マリンブルーテニススクール

ARROWS T.S

Oブロック 小倉 大 高橋 優太 和田 寅朗 勝敗 順位

スター熊本庭球塾

4

丸亀テニスクラブ

3

レテテニススクール

2

勝敗 順位

1

Nブロック 宮崎 晋大朗 俣野 雅仁 久保 勇颯

ラケットパルテニスクラブ

4

3

TTC

2

PDT

1
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13BS

Mブロック 佐藤 一翔 立岩 玲桜 奥田 一敬 勝敗 順位



佐藤 駿弥 ＜宮城県＞

井伊 亮介 ＜兵庫県＞

堤 悠貴 ＜東京都＞

笠井 達哉 ＜東京都＞

芹川 遥斗 ＜京都府＞

南 歩志 ＜富山県＞

山田 悠斗 ＜神奈川県＞

源 聖悟 ＜石川県＞

山田 和弥 ＜千葉県＞

森實 涼葉 ＜東京都＞

中村 凌人 ＜奈良県＞

宮城 颯侑太 ＜東京都＞

萩原 大智 ＜群馬県＞

三木 太陽 ＜兵庫県＞

木原 大樹 ＜奈良県＞

Growing 2019 Final by HEAD

15BS

Aブロック 佐藤 駿弥 井伊 亮介 堤 悠貴 勝敗 順位

泉パークタウンテニスクラブ

2

ノアTA垂水

1

Bブロック 笠井 達哉 芹川 遥斗 南 歩志

レテテニススクール

4

3

レテテニススクール

2

山田 悠斗 勝敗 順位

1

高岡RTC

4

INOUE.TA

3

K-powersテニスアカデミー北新横浜

Cブロック 源 聖悟 山田 和弥 森實 涼葉 中村 凌人 勝敗 順位

1

GETT

D-tennis.市川浦安

3

緑ヶ丘テニスガーデン

2

篠崎第二中学校

スプレッド

ユニークスタイル

Dブロック 宮城 颯侑太 萩原 大智 三木 太陽 木原 大樹 勝敗

4

順位

2

1

3

トップアスリート神戸

TGK広陵

4



田住 星雛奈 ＜徳島県＞

谷戸 日菜子 ＜神奈川県＞

大嶋 伶奈 ＜京都府＞

駒井 はぐ美 ＜山梨県＞

田中 つばさ ＜岐阜県＞

大木 瑠那 ＜三重県＞

渡辺 葵依 ＜広島県＞

小菅 美緒 ＜東京都＞

柳澤 茉和 ＜神奈川県＞

上瀧 乃々果 ＜愛知県＞

樽床 風音 ＜岡山県＞

芹川 香凜 ＜京都府＞

中島 杏子 ＜東京都＞

田附 理子 ＜京都府＞

名波 璃咲 ＜静岡県＞

西川 桃絆 ＜香川県＞
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11GS

Aブロック 田住 星雛奈 谷戸 日菜子 大嶋 伶奈 駒井 はぐ美 勝敗 順位

HIROテニスカレッジ

2

あざみ野ローンテニスチーム

1

Bブロック 田中 つばさ 大木 瑠那 渡辺 葵依

パブリックテニス宝ヶ池

4

Ishii Tennis Academy

3

三和TS

2

小菅 美緒 勝敗 順位

1

NBテニスガーデン

4

三重GTC

3

ICHIKATSU TENNIS ACADEMY

Cブロック 柳澤 茉和 上瀧 乃々果 樽床 風音 芹川 香凜 勝敗 順位

1

Ampersand Tennis Academy

茨木テニスクラブ

3

ラスタットテニスクラブ

2

東京都テニス協会

サン城陽TC

パブリックテニス小倉

Dブロック 中島 杏子 田附 理子 名波 璃咲 西川 桃絆 勝敗

4

順位

2

1

3

吉田テニスカレッジ

PDTテニスクラブ

4



塚本 彩日 ＜埼玉県＞

坂川 舞桜 ＜福井県＞

服部 友維 ＜愛知県＞

熊谷 彩 ＜神奈川県＞

田島 叶萌 ＜愛知県＞

佐藤 未來 ＜徳島県＞

土屋 里杏蘭 ＜千葉県＞

更田 希未 ＜京都府＞

Growing 2019 Final by HEAD

11GS

Eブロック 塚本 彩日 坂川 舞桜 服部 友維 熊谷 彩 勝敗 順位

ブリヂストンテニスハウス新所沢

2

TEAM WINNER

1

Fブロック 田島 叶萌 佐藤 未來 土屋 里杏蘭

名古屋LTC

4

リビエラ逗子マリーナテニススクール

3

メインＴＣ

2

更田 希未 勝敗 順位

1

Kポイント

4

HIROテニスカレッジ

3

パブリックテニス宝ヶ池



南 風音 ＜京都府＞

本田 彩衣 ＜大阪府＞

大森 優希 ＜神奈川県＞

塚定 夏菜 ＜神奈川県＞

山内 華乃 ＜愛知県＞

熊谷 咲枝 ＜京都府＞

井上 みのり ＜京都府＞

鈴木 さら ＜奈良県＞

伊藤 優里 ＜静岡県＞

神村 京花 ＜東京都＞

江馬 心美 ＜京都府＞

千葉 陽葵 ＜大阪府＞

志久 舞優 ＜岡山県＞
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13GS

Aブロック 南 風音 本田 彩衣 大森 優希 勝敗 順位

湯山泰次TS

2

イヌヅカスポーツプランニング

1

Bブロック 塚定 夏菜 山内 華乃 熊谷 咲枝

イースタンテニススクール

4

3

イラコテニスカレッジ

2

勝敗 順位

1

パブリック洛西

4

チェリーテニスクラブ

3

Cブロック 井上 みのり 鈴木 さら 伊藤 優里 勝敗 順位

1

東山テニスクラブ

MSS橿原

3

ウンノストロベリーテニス

2

昭和の森ジュニアテニススクール

サン城陽テニスクラブ

Dブロック 神村 京花 江馬 心美 千葉 陽葵 志久 舞優 勝敗

4

順位

2

1

3

城南学園

ノアテニスアカデミー倉敷

4



山本 輝奈 ＜大阪府＞

遠藤 歩楓 ＜埼玉県＞

折坂 優羽 ＜京都府＞

林 優実奈 ＜石川県＞

石田 紗矢 ＜石川県＞

東浦 彩瑛 ＜京都府＞

田島 唯衣 ＜東京都＞

吉田 琴美 ＜愛知県＞
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13GS

Eブロック 山本 輝奈 遠藤 歩楓 折坂 優羽 林 優実奈 勝敗 順位

インターナショナルスポーツ

2

ブリヂストンTH新所沢

1

Fブロック 石田 紗矢 東浦 彩瑛 田島 唯衣

LYNX TA

4

小松ジュニア

3

GETT

2

吉田 琴美 勝敗 順位

1

テニスアカデミーSECG

4

パブリックテニス宝ヶ池

3

TEAM KOMADA



清水 真央 ＜福岡県＞

川出 晶葉 ＜三重県＞

吉田 愛斗 ＜静岡県＞

麻布 実来 ＜静岡県＞

大橋 美音 ＜東京都＞

近田 優衣 ＜兵庫県＞

加藤 彩羽 ＜富山県＞
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15GS

Aブロック 清水 真央 川出 晶葉 吉田 愛斗 勝敗 順位

油山テニスクラブ

2

鈴鹿ジュニアチーム

1

Bブロック 麻布 実来 大橋 美音 近田 優衣

吉田テニスカレッジ

4

3

藤枝ＮＥＷ青葉庭球倶楽部

2

加藤 彩羽 勝敗 順位

1

芦屋シーサイドテニス

4

かえつ有明高校

3

センティア


