
名前 所属 都道府県

相川 花路 SYT月見野テニススクール 東京都

藍澤 恵大 桜田倶楽部 東京都

相原 悠之介 志津TC 千葉県

青木 健剛 GODAI亀戸 東京都

青木 莉央 たちかわジュニアテニスアカデミー 東京都

赤坂 慶次郎 東京都TA 東京都

赤坂 晃虎 CLUE 石川県

赤崎 琉夏 東急あざみ野テニスガーデン 神奈川県

明石 芽生 西宮テニスクラブ 兵庫県

赤羽 志道 ダンロップテニススクール根岸 神奈川県

赤羽 奏那 ダンロップテニススクール根岸 神奈川県

赤羽 拓飛 桜田倶楽部 東京都

赤本 大地 新座ローンテニスクラブ 東京都

阿川 蒼生 志津テニスクラブ 千葉県

阿河 智公 イヌヅカスポーツプランニング 大阪府

秋山 翔 リバーテニススクール 栃木県

秋山 那由多 VIP TENNIS ACADEMY 東京都

安居院 虹斗 ARROWS TC 滋賀県

明場 凛 YSC 神奈川県

明本 環菜 クリエイトTA 神奈川県

浅井 渚 鵠沼平本ガーデンコート 神奈川県

朝倉 奏穂 南林間テニスクラブ 神奈川県

浅田 南登 Ampersand Tennis Academy 神奈川県

蘆田 健翔 開成グリーンテニスクラブ 神奈川県

東 泰地 江坂テニスセンター 大阪府

安高 日渚莉 ルーセントTC熊本 熊本県

足立 健太朗 東京都

阿部 煌大 丸亀TC 香川県

阿部 素晴 ワタナベテニスカレッジ 静岡県

安部 陸 Ampersand Tennis Academy 神奈川県

天野 陽葵 東宝調布テニスクラブ 東京都

天野 雄太 JITC 東京都

荒木 舞 京王赤城テニスアカデミー 東京都

荒木 琉翔 VIP Tennis Academy 東京都

荒地 奨 ICHIKATSU TENNIS ACADAMY 東京都

有田 伊織 ジョイナステニスアカデミー 埼玉県

有田 菫 三菱養和テニススクール 東京都

有山 依恋 奈良国際テニスクラブ 奈良県

有山 太矩 HOS小阪テニスクラブ 大阪府

有吉 尚美 オリンピア S.C. 三重県

出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）
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出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

安西 利紗 レニックステニススクール 神奈川県

安生 竜輝 宇都宮サンテニスクラブ 栃木県

安藤 翼 TEAM YONEZAWA町田 東京都

井伊 祥太 ロイヤルヒル'81テニスクラブ 兵庫県

井伊 美琴 ノアTA 神戸垂水 兵庫県

井伊 亮介 ノアTA 神戸垂水 兵庫県

飯島 英冬 レニックステニススクール 神奈川県

飯島 華音 志津テニスクラブ 千葉県

飯島 夏穂 SOL Tennis College 千葉県

飯田 唯斗 アクトスポーツクラブ 静岡県

井内 啓士朗 TCコスパ八尾南 大阪府

井内 悠資 TCコスパ八尾南 大阪府

筏 優介 江坂テニスセンター 大阪府

五十嵐 直隆 レイムテニスセンター 埼玉県

池田 悠人 Ken'sテニスパーク海浜幕張 千葉県

池羽 真菜 レイムテニスセンター 埼玉県

池松 里羽 YSC 神奈川県

伊沢 大貴 Ｆテニス 埼玉県

石井 千博 フミヤエース市川テニスアカデミー 東京都

石井 心菜 グリーンテニスプラザ 東京都

石井 貴哉 VIVAファミリア 熊本県

石井 晴樹 星田テニスクラブ 大阪府

石井 美空 ABCテニスアカデミー 茨城県

石井 佑樹 クリエイトテニスアカデミー 神奈川県

石井 幸典 あざみ野ローンテニススクール 東京都

石川 謙信 MTSテニスアリーナ三鷹 東京都

石川 橙弥 TEAM YONEZAWA 町田 東京都

石川 れい パブリックテニス宝ヶ池 京都府

石川 蓮 大正セントラルテニススクール目白 東京都

石崎 葵已 Team REC 東京都

石津 結衣 Ｆテニス 埼玉県

石田 啓翔 松原テニスクラブ印西 千葉県

石橋 煌志 TTC 千葉県

石橋 空 ドリームTS 福岡県

石原 碧人 メイカイクラブJTA 千葉県

石原 茉莉 東京都テニス協会 東京都

石水 ほたる 宮の森SC 北海道

泉 大夢 与野TC 埼玉県

伊瀬 史晃 石川テニススクール 岡山県

井関 勝之成 JAC project 京都府
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猪田 善一朗 tennis egg 大阪府

板谷 学 ACE TC 兵庫県

市川 愛 パブリックテニス小倉 京都府

市川 未來 Y's Jr 石川県

一木 奏志 ミナミグリーンテニスクラブ 群馬県

井出 璃々菜 大磯テニスアカデミー 神奈川県

伊藤 彩織 トータルテニスアカデミー 東京都

伊東 来夏 チームホリゾン 大阪府

伊東 里緒菜 星田テニスクラブ 大阪府

伊藤 凜 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都

伊藤 凛花 目黒テニスクラブ 東京都

稲毛 舞桜 HYS 埼玉県

稲葉 真大 善福寺公園テニスクラブ 東京都

稲箸 亮太 志津テニスクラブ 千葉県

稲見 美咲 あじさいMTCアカデミー 千葉県

稲本 このか JITC 東京都

稲本 琳緒 SYSテニスクラブ 埼玉県

戌亥 一真 パブリックテニスイングランド 滋賀県

井上 美海 JSTRUCT 福岡県

井上 瑛斗 MIYAKEJr高屋TC 岡山県

井上 花帆 Sanyu Tennis 神奈川県

井上 紫由里 ARROWS　T.S 滋賀県

井上 巧都 荏原SSC 神奈川県

井上 悠 桜台庭球塾 東京都

井上 凜菜子 桜田テニスカレッジ 東京都

井上 凜理子 桜田倶楽部 東京都

井ノ口 朋弥 ダンロップテニススクール根岸 神奈川県

今井 叶達 BASIS 千葉県

今井 華乃 京都東山TC 京都府

今西 輝之進 フミヤエース市川TA 東京都

今西 珀人 TOALSONジュニアアカデミー 兵庫県

今村 莉久 ISHII TENNIS ACADEMY 山梨県

入倉 嶺 荏原SSC 東京都

入谷 洵利 ABCテニスアカデミー 千葉県

色川 渚月 CSJ 茨城県

岩尾 凜 明星中学校 東京都

岩佐 心優 コートピア大泉テニスクラブ 東京都

岩崎 礼 ダンロップ根岸 東京都

岩瀬 緋呂将 Arrows T.S. 滋賀県

岩田 昊空 LYNX 神奈川県
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岩田 芽生 桜台庭球塾 東京都

上嶋 耕史 ICHIKATSU TENNIS ACADEMY 東京都

上田 松太郎 レニックステニススクール 神奈川県

上田 結生 イヌヅカスポーツプランニング 大阪府

上田 莉恋 トップラン 兵庫県

上田 航 ヤスマGTC 福井県

上野 晴和 大熊テニスクラブ 埼玉県

上野 璃久 あじさいＭＴＣアカデミー 東京都

宇川 開惺 パブリックテニス宝ヶ池 京都府

鵜川 史瑛 たちかわＪＴＡ 東京都

宇川 友惺 パブリックテニス宝ヶ池 京都府

宇敷 空翔 善福寺公園テニスクラブ 東京都

牛木 祐介 桜台庭球塾 東京都

内田 千帆 Team YUKA 神奈川県

内田 遥 新座ローンテニスクラブ 東京都

内田 恭弘 京都東山TC 京都府

宇津山 立樹 JITC 東京都

宇野 純矢 明和テニスクラブ 群馬県

馬詰 慶亮 江坂テニスセンター 大阪府

梅川 翔真 TCコスパ八尾南 大阪府

梅川 友 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都

梅田 巴花 熊本県

梅田 優翔 CSJ 茨城県

梅原 南 Sanyu Tennis 神奈川県

浦田 夏帆 MSS橿原 奈良県

江郷 咲菜 モリタテニススクール学園前 奈良県

江塚 知里 たちかわJTA 東京都

榎木 琢磨 江坂テニスセンター 大阪府

榎本 光 フミヤエース市川テニスアカデミー 千葉県

江原 叶碧 吉見ジュニアTC 埼玉県

戎谷 美咲 志津テニスクラブ 千葉県

江馬 心美 サン城陽テニスクラブ 京都府

遠藤 歩楓 埼玉県

遠藤 悠翔 京王赤城アカデミー 東京都

遠藤 結花 SYT月見野テニススクール 埼玉県

遠藤 礼 グリーンテニスプラザ 埼玉県

大井 琢磨 TENNIS SUNRISE 東京都

多井 佑月 大阪府

大出 羅勲 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

大浦 蒼唯 A&F 兵庫県
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大浦 遊唯翔 Ａ＆Ｆ 兵庫県

大賀 凱仁 志津テニスクラブ 千葉県

大垣 心太郎 INOUEテニスアカデミー 京都府

大川 浩輝 オールサムズテニスクラブ 千葉県

大川 なつき Fテニス 埼玉県

大木 瑠那 荏原SSC 神奈川県

大木 昴 昭和の森JTS 東京都

大草 結夢 コートピア大泉テニスクラブ 東京都

大口 心優 TEAM  KOMADA 愛知県

大久保 蒼 パシフィック福岡 福岡県

大倉 一悟 星田テニスクラブ 大阪府

大越 理紗 H.Y.S 埼玉県

大澤 拓真 東急あざみ野テニスガーデン 神奈川県

大嶋 里来 Team.K 兵庫県

大須賀 咲空 ISHII TENNIS ACADEMY 山梨県

大杉 櫂斗 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都

大杉 莉子 ロイヤルscテニスクラブ 千葉県

大砂 駿 A&Aテニスアカデミー 埼玉県

太田 雅治 SYSテニスクラブ 千葉県

太田 光音 自由ｶﾞ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

大竹 侑希 ビッグKひまわり 東京都

大塚 弦 ダイヤモンドテニスクラブ学園前 奈良県

大坪 美佳子 東京都テニス協会 東京都

大土井 空哉 テニスプラザ尼崎 兵庫県

大西 寛太郎 ワカヤマグリーンテニスクラブ 和歌山県

大西 花奈 VIP Tennis Academy 東京都

大西 瑠歌 三木ロイヤルテニスクラブ 兵庫県

大貫 優太 厚木国際テニスクラブ 神奈川県

大野 翼 Sanyu Tennis 東京都

大野 鷹山 緑ヶ丘テニスガーデン 東京都

大野 凌雅 春日公園TS 福岡県

大庭 嘉仁 本日庭球日 静岡県

大原 涼雅 サムライPAL 千葉県

大平 祐数 アリーナガーデン 徳島県

大平 晴仁 アサヒテニスクラブ 岡山県

大平 光琉 Fテニス 埼玉県

大政 光輝 パブリックTE 滋賀県

大村 修輝 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

大森 空翔 グリーンテニスプラザ 埼玉県

大森 悠生 志津テニスクラブ 千葉県



名前 所属 都道府県
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大矢 真央 昭和の森ジュニアテニススクール 東京都

大和田 彩葉 KCJTA 茨城県

岡 皇輝 ACE Tennis Club 山梨県

小笠原 旦騎 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都

小笠原 百香 レニックステニススクール 神奈川県

岡島 夕朔 リーブTC 北海道

岡田 あやめ SSAテニスガーデン綾瀬 神奈川県

岡田 岳 YC&AC 東京都

岡田 果子 MAT Tennis Academy 群馬県

岡橋 優希 TCコスパ八尾南 大阪府

岡部 桃華 Team Satellite さくら野火止 東京都

岡本 虎太朗 パブリックTE 滋賀県

岡本 拓己 東急あざみ野テニスガーデン 神奈川県

小川 伯 Vfootwork 東京都

小川 優 江坂テニスセンター　 大阪府

小川 凌駕 筑紫野LTC 福岡県

荻上 悠雅 杉並学院高校 東京都

沖田 太陽 やすいそ庭球部 広島県

興津 颯人 リックス静岡テニスクラブ 静岡県

奧 英士 志津テニスクラブ 千葉県

奥出 彩帆 今立TC 福井県

奥村 隼人 コスパ八尾南 大阪府

奥村 歩の美 四ノ宮テニスクラブ 京都府

奥本 紗菜 桜台庭球塾 東京都

奥山 蒼來 リアンテニスクラブ 三重県

小倉 大 マリンブルーテニススクール 新潟県

尾崎 由奈 MAT前橋TA 群馬県

小沢 英 レイムテニスセンター 埼玉県

小澤 一輝 LIJA 静岡県

オスパリ シモン 兵庫県

小田 彩楽 たけがわテニススクール 愛知県

小田 恕大 LYNX Tennis Academy 大阪府

落合 樹 TEAM KOMADA 愛知県

尾通 正章 tennis egg 大阪府

小野 果南 ロイヤルSCテニスクラブ 埼玉県

小野 心美 チームホリゾン 大阪府

小野 芽衣美 横須賀ダイヤランド 神奈川県

小野 諒 サトウＧＴＣ 栃木県

尾之内 京平 R・PROJECT 大阪府

尾之内 順平 R・PROJECT 大阪府
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小野沢 菜々 クリエイトTA 神奈川県

小野田 陽太 TC ＡＲＴ 岡山県

小幡 杏奈 Team Satellite さくら野火止 東京都

小俣 智己 S.ONEグリーンテニスクラブ 東京都

小見 留衣 ミナミグリーンテニスクラブ 群馬県

折坂 優羽 LYNX TA 京都府

折原 若奈 Smile Tennis College 埼玉県

甲斐 瑞希 Fテニス 埼玉県

會田 伊織 東急あざみ野テニスガーデン 神奈川県

戒田 隆隼 MJTA 千葉県

加賀美 潤 ACE Tennis Club 山梨県

柿谷 勇帆 香里グリーン 大阪府

加来 涼馬 宇城ジュニアトレセン 熊本県

角尾 柊哉 ノアインドアステージ深江橋 大阪府

角野 玲那 シーズ万博テニスガーデン 大阪府

籠島 琉凪 TEAM YONEZAWA町田 神奈川県

笠井 園華 ACE Tennis Club 山梨県

笠井 達哉 レテテニススクール 東京都

笠井 祐斗 レテテニススクール 東京都

葛西 麗乃 時之栖テニスクラブ 静岡県

笠利 理人 神奈中テニススクール 神奈川県

鹿島 茉桜 与野テニスクラブ 埼玉県

柏村 眞己 目黒テニスクラブ 東京都

春日 彩杏 荒神山テニススクール 長野県

加瀬 喜一郎 ファミリーITS 新潟県

片岡 宏治 京王赤城アカデミー 東京都

勝山 羽陽 ファーイーストJrTA 東京都

桂 ゆい ＩＣＨＩＫＡＴＳＵ ＴＥＮＮＩＳ ＡＣＡＤＥＭＹ 東京都

加藤 あい 善福寺公園テニスクラブ 東京都

加藤 さち レニックステニススクール 神奈川県

加藤 柊羽 グリーンアカデミースポーツクラブ 福島県

加藤 蒼空 レッツインドアテニススクール八王子西 東京都

加藤 仁菜 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

加藤 遙真 PROGRESS 奈良県

加藤 広夢 TEAM KOMADA 愛知県

加藤 光希 ブリヂストンテニスハウス新所沢 埼玉県

加藤 佑亮 ファーイーストJr.TA 神奈川県

金子 紗英 TTC（吉田記念テニス研修センター） 千葉県

金子 颯良 Team REC 東京都

上瀧 乃々果 YONEZAWA名古屋 愛知県



名前 所属 都道府県

出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

上谷 さくら クラージュ 熊本県

神村 京花 善福寺公園テニスクラブ 東京都

亀井 敬人 YSC 神奈川県

亀山 航汰 荏原SSC 神奈川県

川上 拓真 リバーテニススクール 栃木県

川岸 龍太 Ｆテニス 埼玉県

川口 孝幸 はちおうじ庭球塾 東京都

川崎 このは CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 東京都

河崎 颯汰 S.ONEグリーンテニスクラブ 神奈川県

川崎 尊琥 桜田倶楽部 東京都

川﨑 翼 荏原SSC 神奈川県

川島 想 モリタテニス企画 大阪府

河津 葵 ロイヤルヒル81 兵庫県

川野 真凜 香里グリーンテニスクラブ 大阪府

川畑 遼真 MJTA 千葉県

川村 公也 多摩ジュニアテニスクラブ 東京都

川村 准椰 はちおうじ庭球塾 東京都

菅 修一朗 レイムテニスセンター 埼玉県

神田 瑞稀 リバーテニススクール 栃木県

菅野 将広 松原テニスクラブ印西 千葉県

菊川 蒼介 コナミスポーツテニススクール西葛西 東京都

菊池 広翔 Team Satellite さくら野火止 埼玉県

菊地 優誠 厚木国際テニスクラブ 神奈川県

岸 朋寛 サンテニスクラブ 群馬県

北 宗一朗 緑ヶ丘テニスガーデン 東京都

北岡 美空 C's　RACQUET CLUB 大阪府

北村 晋次朗 Fテニス 埼玉県

北村 斗輝 江坂テニスセンター 大阪府

北村 真央 JAC Project 京都府

北村 莉々 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都

城代 悠貴 MAT Tennis Academy 群馬県

木村 拓馬 ＭＳＳ橿原 奈良県

木村 悠翔 グリーンテニスプラザ 埼玉県

木村 陽翔 ビッグK 東京都

木村 莉仁 新座ローンテニスクラブ 埼玉県

木元 瑛太 ルーセント豊中 大阪府

清田 和志 DIVO 熊本県

陸 颯大郎 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

日下 陽太 ケンズ海浜幕張 千葉県

草野 実南 リバーテニスクラブ 群馬県



名前 所属 都道府県

出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

草間 鈴 初石テニスクラブ 千葉県

葛葉 瑛心 昭和の森JTS 東京都

工藤 蒼大 TEAM YONEZAWA 神奈川県

國元 のどか 熊本県

久保 哉人 東宝調布テニスクラブ 東京都

久保 光平 東宝調布テニスクラブ 東京都

熊谷 彩 リビエラ逗子マリーナテニススクール 神奈川県

熊谷 航 TAI Tennis School 東京都

熊谷 優菜 TAI Tennis School 東京都

熊倉 怜子 初石テニスクラブ 千葉県

倉下 陽葵 大阪府

倉下 凛空 大阪府

栗田 拓実 team HERO 長野県

黒木 菜穂子 京王赤城アカデミー 東京都

黒澤 彩乃 MIRAI TENNIS ACADEMY 神奈川県

黒澤 翔太 高島平インドア 東京都

黒田 大晴 西宮テニスクラブ 兵庫県

桑原 咲奈 ＩＮＯＵＥ　ＴＡ 京都府

桑原 颯志 ALWAYS TENNIS SCHOOL 埼玉県

小泉 晴冨 Team HERO 長野県

甲田 将 橘テニスアカデミー 神奈川県

河野 あおい Sanyu Tennis 神奈川県

河野 史乃介 TEAM YONEZAWA名古屋 愛知県

古賀 遼太郎 ルーセント熊本ＴＡ 熊本県

國分 千畝 桐蔭学園高校 東京都

木暮 勇斗 ワタナベテニスカレッジ 静岡県

小坂 泰士 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 東京都

小坂 優月 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 東京都

五島 宇莉 Noah I.S.宝塚 兵庫県

五島 科依 NOAH宝塚 兵庫県

小島 楓 チェリーTC 愛知県

小島 和己 東京都テニス協会 東京都

小嶋 柊哉 フミヤエース市川テニスアカデミー 東京都

小嶋 遥夏 浦和学院高等学校 埼玉県

児島 湊 桜田倶楽部 東京都

小杉 梨緒 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都

小杉 リリイ 昭和の森JTS 東京都

小菅 美緒 ICHIKATSU TENNIS ACADEMY 東京都

後藤 映人 team YUKA 神奈川県

後藤 悠真 春日公園TS 福岡県



名前 所属 都道府県

出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

琴寄 光貴 LYNX TA 大阪府

小夏 秀太 西宮テニスクラブ 兵庫県

小波 久斗 CLUE 石川県

小成 咲那 TTC 千葉県

小橋 千尋 町田ローンテニスクラブ 東京都

小林 杏里紗 MAT Tennis Academy 群馬県

小林 叶人 Ampersand Tennis Academy 神奈川県

小林 兼輔 桜田倶楽部 東京都

小林 大空 TEAM YONEZAWA 横浜 神奈川県

小林 泰輔 八王子テニスアカデミー 東京都

小林 柚葵 荏原SSC 神奈川県

駒井 はぐ美 Ishii Tennis Academy 山梨県

駒田 唯衣 GITC 愛知県

小松 壮介 神奈川県

小松 平雅 大渡TA 京都府

小松 真拓 SSAイザワ 神奈川県

五味田 莉未 尾島ジュニアテニスクラブ 群馬県

小峰 千明 桜台庭球塾 東京都

小武海 愛唯 はちおうじ庭球塾 東京都

小森 春樹 大正セントラルテニスクラブ目白 東京都

近藤 海里 イチカツテニスアカデミー 東京都

近藤 梨世 フォレストテニスクラブ 埼玉県

今野 凜子 VIP TENNIS ACADEMY 東京都

斎木 望愛 三重グリーンテニスクラブ 三重県

齊藤 壱知 はちおうじ庭球塾 東京都

齋藤 奏汰 初石テニスクラブ 千葉県

齊藤 壮佑 A･CUBE 大阪府

齊藤 翼 TENNIS SUNRISE 東京都

齊藤 天真 大成高校 東京都

齊藤 琉維 はちおうじ庭球塾 東京都

佐伯 陸 コスパ八尾南 大阪府

三枝 夏子 TENNIS SUNRISE 朝霞 埼玉県

佐尾 祐輔 ルーセント熊本 熊本県

坂田 芽優 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都

酒井 皇成 Trantotte 兵庫県

坂井 ミナミ ジュンレオテニスアカデミー 神奈川県

酒井 侑希 ジョイナステニスアカデミー 埼玉県

酒井 柚香 中央大学附属横浜高校 神奈川県

坂井 莉奈 自由ｶﾞ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

坂川 舞桜 TEAM WINNER 福井県



名前 所属 都道府県

出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

坂口 侑来 WATS 和歌山県

坂下 紗彩 モリタテニス企画 大阪府

坂西 そら 緑ヶ丘テニスガーデン 東京都

坂根 瑛太 モリタTS学園前 大阪府

坂本 光成 KOWA TENNIS ACADEMY 東京都

坂本 光音 O's 兵庫県

坂本 昇太朗 RKKルーデンス 熊本県

坂本 日色 ルーセントTA熊本 熊本県

相良 祐貴菜 毎日庭球日 東京都

佐川 絢音 初石テニスクラブ 千葉県

佐川 永遠 あじさいMTCアカデミー 千葉県

佐久間 航平 テニスハウスfun 埼玉県

櫻井 洸平 明治大学付属明治高校 東京都

佐々木 千和 与野テニスクラブ 東京都

佐々木 まり VIP TENNIS ACADEMY 東京都

佐藤 一翔 TTC 千葉県

佐藤 夏向 吉田記念テニス研修センター 静岡県

佐藤 航瑛 YeLL 新潟県

佐藤 さくら Smile Tennis College 埼玉県

佐藤 颯基 泉パークタウンテニスクラブ 宮城県

佐藤 温馬 Ken’sテニスパーク海浜幕張 千葉県

佐藤 未來 HIROテニスカレッジ 徳島県

佐藤 芽生 Team YUKA 神奈川県

佐藤 有 Ampersand Tennis Academy 神奈川県

佐藤 祐多 スポーツクラブNAS光が丘 東京都

佐藤 由捺 武蔵野ドームテニススクール 東京都

佐藤 諒以 栄光学園 東京都

佐藤 怜 ラケットパルＴＣ 兵庫県

里路 未來 ユニークスタイルテニスアカデミー 奈良県

眞田 武 三重グリーンテニスクラブ 三重県

澤田 梛子 東京都

澤田 陽 志津テニスクラブ 千葉県

澤本 紡 パブリックテニス洛西 京都府

三瓶 泰斗 team S 福島県

三瓶 涼賢 team S 福島県

椎名 惇気 フリー 静岡県

椎名 恵麻 D's tennis club 静岡県

塩津 愛 神奈川県

塩見 渚 ノアTA神戸垂水 兵庫県

塩谷 知久 立川ルーデンス 東京都



名前 所属 都道府県

出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

志賀 真優香 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

鹿内 遥介 三菱養和テニススクール 東京都

四方 あかり 初石テニスクラブ 千葉県

靜谷 匡 千葉県

志知 暖基 STAC 静岡県

篠田 拳汰 舞鶴グリーンテニスクラブ 京都府

篠田 晃希 舞鶴グリーンテニスクラブ 京都府

柴田 涼 パブリックテニス洛西 京都府

芝原 そよ 善福寺公園テニスクラブ 東京都

嶋崎 葡乃花 Sanyu Tennis 神奈川県

嶌田 櫂斗 MAT Tennis Academy 群馬県

島田 隼 Team YUKA 神奈川県

嶋田 崚生 Fテニス 埼玉県

島田 里愛菜 Team YUKA 神奈川県

島袋 結華 LYNX TA 京都府

島村 桜良 グリーンテニスプラザ 埼玉県

島村 芽衣 ロランインドア 三重県

清水 瑛太 S.T.A.C 静岡県

清水 一颯 MSS橘テニスアカデミー 神奈川県

清水 恵大 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

清水 咲希 橘テニスアカデミー 神奈川県

志水 陽奏 STT 長野県

清水 眞衣 埼玉県テニス協会 埼玉県

清水 佑太郎 JAC PROJECT 京都府

清水端 海音 津幡ジュニア 石川県

下倉 功太郎 自由ｶﾞ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

Johri Avni Sakurada Tennis Club 東京都

勝瑞 理子 Team REC 東京都

白井 寛哉 楠クラブ 千葉県

白石 海都 Ken’s インドアテニススクール千葉 千葉県

白石 夏輝 ALWAYS TENNIS SCHOOL 埼玉県

白尾 一晟 タウンテニス大泉学園 東京都

白水 愛彩 TENNIS SUNRISE 東京都

新開 泰丸 カラバッシュテニスクラブ 大阪府

新地 希咲 吉田記念テニス研修センター 千葉県

新出 和磨 はちおうじ庭球塾 東京都

新保 翔梧 NJテニスクラブ 茨城県

新名主 謙斗 伊集院Jテニスクラブ 鹿児島県

新村 快心 大林TS 富山県

末岡 太一 昭和の森ジュニアテニススクール 東京都



名前 所属 都道府県

出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

末崎 美奈 TAI Tennis School 東京都

末次 遥 シードテニスクラブ 埼玉県

須賀 凛歩 TC大原野 京都府

須賀田 葵 荏原SSC 神奈川県

菅野 創志 昭和の森ジュニアテニススクール 東京都

菅谷 海南 志津テニスクラブ 千葉県

杉山 仁菜 ファーイーストJr.TA 神奈川県

杉山 優那 ウエスト横浜テニスクラブ 神奈川県

鈴木 瑛太 神奈川県

鈴木 蔵之助 Ampersand Tennis Academy 神奈川県

鈴木 さら 佐保山テニスクラブ 奈良県

鈴木 裟羅 たちかわJTA 東京都

鈴木 嵩人 ジョイナステニスアカデミー 埼玉県

鈴木 頌啓 S.ONEグリーンテニスクラブ 神奈川県

鈴木 遙 MAT Tennis  Academy 群馬県

鈴木 大翔 ルーセントジュニアアカデミー 大阪府

鈴木 陽知 リバーテニススクール 栃木県

鈴木 深晴 高井戸ダイヤモンドテニススクール 東京都

鈴木 基正 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都

鈴木 琉斗 ＴＣコスパ八尾南 大阪府

鈴木 龍之介 レイムテニスセンター 埼玉県

鈴木 凛太郎 Ampersand Tennis Academy 神奈川県

須藤 孝侑 Fテニス 埼玉県

瀬尾 悠太 モリタテニススクール学園前 京都府

関 純平 志津テニスクラブ 千葉県

関口 櫂 K-powers相模原SG 東京都

関口 慧 MAT Tennsis Academy 群馬県

関戸 心咲 自由ｶﾞ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

関根 夏穂 武蔵野ドームテニススクール 東京都

説田 眞名 八王子テニスアカデミー 東京都

芹川 香凜 パブリックテニス小倉 京都府

宗和 奏 Special  One  TA 兵庫県

添田 ゆう 大磯テニスアカデミー 神奈川県

園田 美月 浦和パークテニスクラブ 埼玉県

尊馬 一偉 MAT高崎テニスクラブ 群馬県

高井 優有 A&Aテニスアカデミー 東京都

高稲 那奈 与野テニスクラブ 埼玉県

高木 駿乃介 ファーイーストJrTA 神奈川県

高瀬 奈桜 TTC 千葉県

高田 倖暉 西宮テニスクラブ 大阪府



名前 所属 都道府県

出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

高野 萱人 上尾テニスクラブ 埼玉県

高橋 亜李沙 東京都テニス協会 東京都

高橋 カイアン涼太 アクトスポーツ 静岡県

高橋 昂生 チェリーTC 愛知県

高橋 昂希 鵠沼平本ガーデンコート 神奈川県

高橋 皇丞 MAT前橋テニスアカデミー 群馬県

高橋 俊介 SHOW. T.P 神奈川県

高橋 七海 駒沢ラケットクラブ 東京都

高橋 英士 NBテニスガーデン 広島県

高橋 陽菜乃 H.Y.S 埼玉県

髙橋 芽衣 エムズテニスパーク（宮城県） 宮城県

高橋 里依 WEED 千葉県

高林 直偉人 大林TS 富山県

高村 颯 Ampersand Tennis Academy 神奈川県

高柳 悠和 H.Y.S 東京都

高山 藍衣 鶴見緑地M.T.S 大阪府

滝口 哉人 Fテニス 埼玉県

田口 創梧 ビッグKひまわり 東京都

竹内 聡 TEAM KIT 石川県

竹内 悠 ATS 石川県

竹内 稜真 厚木国際テニスクラブ 神奈川県

竹田 紗蘭 tennis egg 枚方 大阪府

竹田 朋生 八王子テニスアカデミー 東京都

武智 悠真 WATANUKI Tennis Academy 東京都

竹中 優理恵 自由ｶﾞ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

武廣 奏風 TEAM-I 福岡県

竹村 あおい TASU-club 兵庫県

武村 勇輝 テニスアリーナガーデン 徳島県

竹本 彩花 ビッグK 東京都

竹本 真埜 富士見丘中学校 東京都

竹本 凌 チームスタッフ 大阪府

竹盛 惺 目黒テニスクラブ 東京都

田﨑 惠万 アウリンTC 栃木県

田崎 菜々美 ノアTA垂水 兵庫県

田島 叶萌 メインＴＣ 愛知県

田住 星雛奈 HIROテニスカレッジ 徳島県

建川 泰雅 シーズラケットクラブ 大阪府

田附 理子 イヌヅカSP京都 京都府

立見 生吹 GETT 石川県

田鶴 真大 リバーテニススクール 栃木県



名前 所属 都道府県

出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

伊達 あおば ダンロップテニススクール 大阪府

立石 大悟 海の中道マリーナ＆テニス 福岡県

田中 勘太郎 四日市TA 三重県

田中 杏佳 緑ヶ丘テニスガーデン 東京都

田中 慶 Fテニス 埼玉県

田中 敬悟 善福寺公園テニスクラブ 東京都

田中 恵大 レテテニススクール 東京都

田中 健太郎 東京都

田中 絢翔 ファミリーITS 新潟県

田中 耕太郎 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都

田中 淳平 三重県

田中 智稀 LYNX  TA 京都府

田中 つばさ 三和TS 岐阜県

田中 悠翔 ファミリーITS 新潟県

田中 舞璃花 浦和学院高校 埼玉県

田中 結惟 Team YUKA 神奈川県

田中 律 志津テニスクラブ 千葉県

田中 羚旺 SSG 三重県

田辺 海皓 登戸サンライズ 東京都

田畑 竜輝 モリタテニススクール学園前 奈良県

田畑 遼 むさしの村ローンテニスクラブ 埼玉県

玉置 カンナ ファーイーストJr.TA 神奈川県

田巻 陽太 アウリンテニスクラブ 栃木県

田村 いろは はちおうじ庭球塾 東京都

田村 玲奈 オールサムズTC 千葉県

樽谷 花奈実 ISTA 和歌山県

丹野 龍之介 多摩ジュニアテニスクラブ 東京都

近田 優衣 香櫨園TC 兵庫県

力石 和奏 はちおうじ庭球塾 東京都

千野 直哉 三菱養和テニススクール 東京都

千葉 陽葵 城南学園 大阪府

千葉 穂花 J STRUCT 福岡県

陳 佳慧 レニックステニススクール 神奈川県

塚本 健太 テニスアベニュー 京都府

塚本 優人 テニスアベニュー 京都府

築地 天馬 星田TC 大阪府

蔦保 沙織 S.T.A.C 静岡県

土橋 梨音 パブリックテニス洛西 京都府

土屋 紗菜 はちおうじ庭球塾 東京都

土屋 悠一朗 善福寺公園テニスクラブ 東京都



名前 所属 都道府県

出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

筒井 楽人 清教学園 大阪府

露木 優馬 グリーンテニスプラザ 東京都

釣巻 瑛都 ロイヤルＳＣテニスクラブ 千葉県

出井 誠太郎 西宮テニスクラブ 兵庫県

弟子丸 透太 TEAM-I 福岡県

寺井 瑞希 ノアインドアステージ宝塚 兵庫県

寺内 大志 京王赤城アカデミー 東京都

寺内 慈 東京都テニス協会 東京都

寺内 龍大 テニスアカデミーSECG 東京都

寺譯 楓斗 ウエストヒルズJT 石川県

土井 悠貴 石井真テニスアカデミー 埼玉県

藤堂 樂釈 テニスアカデミーSECG 東京都

藤堂 藍 テニスアカデミーSECG 東京都

東農 由衣 パブリックTE 滋賀県

徳倉 海都 屋島テニスクラブ 香川県

トスカーノ粟野 アレハンドロ忠信tennis egg 大阪府

戸田 雄晴 リバーテニススクール 栃木県

戸塚 創仁 神奈川県テニス協会 神奈川県

鳥羽 ひより パブリックテニス宝ヶ池 京都府

都丸 凛 荏原SSC 神奈川県

冨澤 らん グリーンテニスプラザ 埼玉県

冨田 竜誠 RKKルーデンス 熊本県

豊田 晟大 桜田倶楽部 東京都

鳥山 騎世 レイムテニスセンター 埼玉県

内藤 大惺 ACE Tennis Club 山梨県

内藤 祐衣 はちおうじ庭球塾 東京都

内藤 悠香 松原テニスクラブ横浜 神奈川県

長井 澄弥 SOL Tennis College 千葉県

中尾 心綾 VIP TENNIS ACADEMY 東京都

長岡 真央 レニックステニススクール 神奈川県

中川 惠善 埼玉県

中島 恵美 レニックステニススクール 神奈川県

中島 温大 殿山テニスガーデン 千葉県

中島 もえ香 桜台庭球塾 東京都

中島 杏子 FIRST FRUITS TA 東京都

中島 結一郎 三芳ジュニアテニスアカデミー 埼玉県

仲宗根 サヤ チームホリゾン 大阪府

永田 圭 Fテニス 埼玉県

永田 セイラ フミヤエース市川TA 千葉県

中田 琉生 Smile Tennis College 埼玉県



名前 所属 都道府県

出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

長田 瑠生 昭和の森JTS 東京都

中台 創 桜田倶楽部 東京都

中富 奏太 星田テニスクラブ 大阪府

中西 愛 パブリックテニス小倉 京都府

中根 洋翔 クリエイトTA 神奈川県

永野 快 Ampersand Tennis Academy 神奈川県

中野 来美 橋本かつらぎＪＴＣ 和歌山県

中野 煌琉 Team YUKA 神奈川県

中野 優星 レインボーTS彩都 大阪府

中林 莉桜 MAT高崎テニスクラブ 群馬県

仲間 ななみ むさしの村ローンテニスクラブ 埼玉県

中村 一太 ロイヤルテニスクラブ 栃木県

中村 朔士 TTC 千葉県

中村 涼乃 新座ローンテニスクラブ 東京都

中村 雅 西口テニスアカデミー 奈良県

中村 雅史 八代ジュニア 熊本県

中村 悠杜 LYNX Tennis Academy 京都府

中村 凛 ロイヤルテニスクラブ 栃木県

中本 莉空 JAC project 京都府

中森 琶菜 ショットjr 石川県

中山 智裕 津幡ジュニアテニス 石川県

中山 雄暉 緑ヶ丘テニスガーデン 東京都

行谷 諒 葉山テニスクラブ 神奈川県

奈良 恒輝 グリーンテニスプラザ 東京都

奈良 拓明 パブリックテニス宝ヶ池 京都府

奈良崎 凜 厚木国際テニスクラブ 神奈川県

成澤 寿珠 吉野テニス企画 京都府

成田 彩夏 橘テニスアカデミー 神奈川県

成田 香公 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都

名和 実祥 はちおうじ庭球塾 東京都

南城 沙和 株式会社 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽﾎﾟｰﾂ 大阪府

西尾 湊太郎 KTC 長野県

西尾 颯真 A&Aテニスアカデミー 東京都

西岡 真紘 テニスプラザ尼崎 兵庫県

西岡 宥翔 パブリックTE 滋賀県

西垣 翼 スポルトクオーレ 滋賀県

西風 美蘭 美原庭球塾 大阪府

西川 桃絆 PDTテニスクラブ 香川県

西澤 秀晟 JITC 東京都

西澤 悠貴 松原テニスクラブ印西 千葉県



名前 所属 都道府県

出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

西嶋 凜央翔 石井真テニスアカデミー 埼玉県

西中 馨吾 神奈中テニススクール 神奈川県

西原 拓 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 埼玉県

西村 娃璃 TOALSON.Jr アカデミー 兵庫県

西村 碧夏 初石テニスクラブ 千葉県

西村 佳世 First-j junior team 兵庫県

西村 星吾 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都

西村 匠翔 TOALSON Jr.アカデミー 兵庫県

西村 悠 神奈川県

西山 隆平 武蔵野ドームテニススクール 東京都

新田 梨琴 イヌヅカスポーツプランニング 京都府

額田 賢和 サン城陽TC 京都府

沼崎 優真 昭和の森JTS 東京都

沼尻 聡一郎 荏原SSC 東京都

沼田 悠太郎 ビッグKひまわり 東京都

根岸 柚羽 イヌヅカスポーツプランニング 大阪府

根本 隆聖 ALWAYS TENNIS SCHOOL 東京都

野口 紗枝 レニックステニススクール 神奈川県

野崎 由羅 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 東京都

野澤 直樹 サムライpal 千葉県

野田 啓太 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 東京都

野田 透羽 TEAM YONEZAWA名古屋 愛知県

野田 優吾 たちかわJTA 東京都

野田 悠心 Team YUKA 神奈川県

野田 遼真 MAT高崎テニスクラブ 群馬県

野々山 仁 津幡ジュニア 石川県

野原 寿真 TAI Tennis School 東京都

野村 友夏 ダンロップテニススクール 大阪府

野村 美晴 ダンロップテニススクール 大阪府

野村 悠真 リバーテニススクール 栃木県

橋詰 汐優 TEAM YONEZAWA 岐阜 岐阜県

橋本 暁士 エムズTP 宮城県

橋本 大輔 ノア・インドアステージ国分寺 東京都

長谷川 喜一 桜台庭球塾 東京都

長谷川 慎 むさしの村ローンテニスクラブ 埼玉県

長谷川 大蔵 東宝調布TC 東京都

長谷川 諒輔 善福寺公園テニスクラブ 東京都

畑 泰成 Smile Tennis College 埼玉県

畑佐 翠里 INOUE T.A 京都府

服部 天寧 三重グリーンテニスクラブ 三重県



名前 所属 都道府県

出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

花原 智輝 ジュンレオテニスアカデミー 神奈川県

羽生田 杏 グリーンテニスプラザ 埼玉県

羽生田 琉碧 グリーンテニスプラザ 埼玉県

馬場 未羽 ウイニングショット 東京都

馬場 怜輔 TENNIS SUNRISE 東京都

浜田 まりん One World 千葉県

早川 汐音 あじさいMTCアカデミー 千葉県

林 颯希 LAGOMO T.Ａ 滋賀県

林 駿吾 Mat前橋テニスアカデミー 群馬県

林 勇人 荏原SSC 神奈川県

林 優衣花 Mat前橋テニスアカデミー 群馬県

林 優成 橘テニスアカデミー 東京都

原 百花 ICHIKATSU TENNIS ACADAMY 東京都

原口 礼 YSC 神奈川県

原島 充輝 三芳ジュニアテニスアカデミー 埼玉県

原島 侑作 J STRUCT 福岡県

原田 駿平 大林TS 富山県

原田 菜月 荏原  S S C 神奈川県

原田 瞭平 大林TS 富山県

春名 美羽 城南学園中学校 大阪府

東浦 彩瑛 パブリックテニス宝ヶ池 京都府

樋口 拓朗 南町田インターナショナルテニスカレッジ 神奈川県

樋口 眞葵 MAT Tennis Academy 埼玉県

久野 佑隼 狛江インドアジュニアATPチーム 東京都

菱木 駿 奈良県

肥田野 唯 Ｔ＆S新発田ⅠTS 新潟県

日野 良祐 エールテニスアカデミー 奈良県

平岩 心菜 多摩ジュニアテニスクラブ 東京都

比楽 翔大 西尾LTC 愛知県

平島 航大 ＡｓｃｈＪＴＡＭ 東京都

平田 十真 Team YUKA 神奈川県

平野 悠大 パブリックTE 滋賀県

平山 蒼生 TTC 千葉県

平山 香純 アクロステニスアカデミー 東京都

平山 朝也 JITC 東京都

蛭田 治真 Sanyu Tennis 神奈川県

廣瀬 結士 D-tennis. 東京都

廣田 寧々 リバーテニススクール 栃木県

深井 カエラ 京王赤城アカデミー 東京都

深澤 創一郎 ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 神奈川県



名前 所属 都道府県

出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

福島 慶音 ダンロップテニススクール根岸 神奈川県

福田 昊生 三菱養和テニススクール 東京都

福田 小春 大磯テニスアカデミー 神奈川県

福田 日和 大磯テニスアカデミー 神奈川県

福田 莉緒 小田急はたのテニスガーデン 神奈川県

福永 湧己 TCコスパ八尾南 大阪府

福永 遼 泉ケ丘TC 大阪府

更田 希未 パブリックテニス宝ヶ池 京都府

藤井 小夏 奈良国際TC 奈良県

藤井 崇汰 三重グリーンテニスクラブ 三重県

藤川 昂 橘テニスアカデミー 神奈川県

藤崎 幹大 レイムテニスセンター 埼玉県

藤崎 陽士 宝塚TCO 兵庫県

藤島 葉月 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 東京都

藤田 湊 新座ローンテニスクラブ 埼玉県

藤田 梨央 西宮テニスクラブ 兵庫県

藤田 竜成 星田テニスクラブ 大阪府

藤本 翔優 ダイヤモンドテニスクラブ学園前 京都府

藤原 友紀 Team REC 東京都

札場 花埜 初石テニスクラブ 千葉県

古市 一馬 ダンロップテニススクール根岸 神奈川県

古河 沙葵 TEAM KOMADA 愛知県

古田 龍之介 STT 長野県

古屋 虹花 TEAM KIT 石川県

何 立音 香櫨園TC 兵庫県

星 優那 西武ドームテニスコート 埼玉県

星野 彩人 リバーテニススクール 栃木県

星野 希歩 H.Y.S 東京都

星野 祐喜 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

保志場 美空 ＴＥＡＭ　ＫＩＴ 石川県

星村 奏 三木ロイヤルテニスクラブ 兵庫県

細井 大樹 TENNIS SUNRISE 東京都

堀田 克樹 ジュンレオテニスアカデミー 神奈川県

堀田 梨菜 荏原SSC 神奈川県

堀場 琉之介 コスパ八尾南 大阪府

本田 彩衣 イヌヅカスポーツプランニング 大阪府

本間 苺花 Team YUKA 神奈川県

前嶋 夏実 小田急はたのテニスガ－デン 神奈川県

前田 星佳 津幡Jr 石川県

前田 桃子 茨木テニスクラブ 愛知県



名前 所属 都道府県

出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

牧原 魁政 TTC 千葉県

牧原 綸政 TTC 千葉県

増田 尚輝 BIG BOX東大和 東京都

町田 柊也 MAT前橋テニスアカデミー 群馬県

松井 絵磨 コートピア大泉テニスクラブ 東京都

松岡 朔杜 チェリーTC 愛知県

松岡 聖弥 ノアブルーマウント 兵庫県

松倉 敬一 ＯＴＳＣ 栃木県

松下 陽翔 町田ローンテニスクラブ 東京都

松下 紘 イースタンテニス 神奈川県

松下 裕音 江坂テニスセンター 大阪府

松田 瑠衣 MTSテニスアリーナ三鷹 東京都

松永 和樹 WATS 和歌山県

松根 拓希 津幡ジュニア 石川県

松野 凌大 江坂テニスセンター 大阪府

松原 小夏 富士見丘学園中学校 東京都

松原 凛太朗 佼成学園中学校 東京都

松本 貢 たちかわJTA 神奈川県

松本 潤 クリエイトTA 神奈川県

松本 美知花 A-one 千葉県

松本 優輝 ファーイーストJ r.TA 神奈川県

松本 悠希 千葉県

松本 理紗 名古屋LTC 愛知県

松本 凛花 たちかわジュニアテニスアカデミー 東京都

真山 司 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 東京都

丸山 楓湊 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 東京都

丸山 颯太 ファーイーストJr.TA 神奈川県

丸山 陽大 Ｔｅａｍ　ＹＵＫＡ 神奈川県

三浦 尚輝 ラディアンステニスアカデミー 神奈川県

彌榮 優月 サン城陽テニスクラブ 京都府

三木 慶至 ワタナベテニスカレッジ 静岡県

三木 元気 トップアスリート神戸 兵庫県

三木 翔太 ワタナベテニスカレッジ 静岡県

三木 千宙 D-tennis. 東京都

水口 奈美希 ALLROUND 兵庫県

水田 翔月 荏原SSC 神奈川県

水谷 梨紗子 ノアインドアステージ国分寺 東京都

翠簾野 慎吾 H.Y.S 埼玉県

溝口 尊 TENNIS SUNRISE 東京都

溝口 怜司 ファーイースト Jr. TA 神奈川県
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出場権 権利獲得者（2020年4月～2021年12月31日）

溝手 倫太朗 ノアアカデミー倉敷 岡山県

満岡 阿紗子 橘テニスアカデミー 神奈川県

光武 拓海 J STRUCT 佐賀県

南 以乃瀬 京都東山TC 京都府

南 瑛伍 Fテニス 埼玉県

南 風音 湯山泰次TS 京都府

源 拓真 ＴＥＡＭ　ＫＩＴ 石川県

峯田 禎央 山梨県

三橋 柑愛 サムライPAL 千葉県

三原 煌大 CLUE 石川県

宮 祐月 Fテニス 埼玉県

宮川 樹 江坂テニスセンター 大阪府

宮川 陽南太 TMD 和歌山県

宮城 なな 附属池田小学校 大阪府

宮城 颯侑太 篠崎第二中学校 東京都

宮崎 凰雅 センティア 富山県

宮﨑 楓 コスパ光明池 大阪府

宮崎 晋大朗 レテテニススクール 東京都

宮崎 颯大 鶴見緑地M.T.S 大阪府

宮崎 雄聖 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 東京都

宮崎 李斗 ニックインドアテニスカレッジ 三重県

宮澤 聡祐 フミヤエース市川テニスアカデミー 千葉県

宮下 茉桜 teamkit 石川県

宮田 尊琉 ALWAYS TENNIS SCHOOL 埼玉県

宮田 凌 ラスタットTC 岡山県

宮本 亮 PARQUE S.C 静岡県

宮本 珠莉愛 桜台庭球塾 東京都

宮本 善吏 ノアTA神戸垂水 兵庫県

宮本 遙 SanyuTennis 神奈川県

宮本 怜 桜台庭球塾 東京都

名生 大和 竹ノ塚インドアスポーツプラザ 埼玉県

三好 碧生 パブリックテニスイングランド 滋賀県

武藤 みなみ SOL Tennis College 千葉県

村井 絢香 桜台庭球塾 東京都

村井 芽衣亜 若林テニスクラブ 東京都

村上 叶多 Team Satellite さくら野火止 埼玉県

村上 尚 湯山泰次TS 京都府

村上 璃優 三木ロイヤルテニスクラブ 兵庫県

村田 信 ファーイーストJrTA 神奈川県

村松 美海 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県
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村山 奏翔 足柄ローンテニスクラブ 神奈川県

目黒 愛子 JITC 東京都

目崎 凰介 リバーテニススクール 群馬県

持麾 光平 ダンロップテニススクール根岸 神奈川県

持田 知洋 成城テニスアカデミー 東京都

望月 己稔 ISHII TENNIS ACADEMY 山梨県

望月 汐里 ALWAYS TENNIS SCHOOL 埼玉県

望月 玲亜 ISHII TENNIS ACADEMY 山梨県

元木 遼大 アローズ 滋賀県

百田 優季 武蔵野ドームテニススクール 東京都

森 音羽 ブリヂストン久留米 佐賀県

森 元樹 与野テニスクラブ 埼玉県

森 遼太 ザバススポーツクラブ　デルタ　インドアテニススクール 大阪府

森澤 柾斗 ジュンレオテニスアカデミー 神奈川県

森下 杏 ACE TC 兵庫県

森下 月琴 パブリックテニス宝ヶ池 京都府

森下 結有 三重グリーンテニスクラブ 三重県

森田 陽菜子 レイムテニスセンター 埼玉県

森野辺 雄大 共栄ジュニア 京都府

森山 愛実 MIRAI TENNIS ACADEMY 神奈川県

家合 秀輔 TEAM KOMADA 愛知県

家合 竜佐 TEAM KOMADA 愛知県

安田 悟 signsjam 神奈川県

安原 千紗 K-powers相模原SG 東京都

谷戸 日菜子 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県

柳 宏優 MAT tennis academy 埼玉県

柳澤 茉依 Ampersand/SECG 神奈川県

柳澤 茉和 Ampersand/SECG 神奈川県

矢野 有裕莉 高井戸ダイヤモンド・テニススクール 東京都

矢野 ひまり ラフ福岡 福岡県

矢野 優考 ＴＣ大井ファミリー 埼玉県

矢花 康作 レテテニススクール 東京都

矢原 青空 TEAM KIT 石川県

山内 華乃 チェリーテニスクラブ 愛知県

山賀 順敬 マリンブルーテニススクール 新潟県

山上 夏季 TAI Tennis School 東京都

山岸 美咲 イヌヅカスポーツプランニング 大阪府

山口 慶二 奈良県

山口 航輔 Tasu-club 兵庫県

山口 蒼士郎 荏原SSC 神奈川県
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山倉 実桜 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 東京都

山崎 あさひ グリーンテニスプラザ 埼玉県

山崎 陽生 大林TS 富山県

山﨑 理央 ミナミグリーンテニスクラブ 群馬県

山崎 倫大朗 アクトスポーツクラブ 静岡県

山下 瑚々 ダンロップテニススクール根岸 神奈川県

山下 三国 金町テニスガーデン 東京都

山田 明璃 ソミュールテニスアカデミー 埼玉県

山田 晄斗 H.Y.S 埼玉県

山田 彩萌 名古屋LTC 愛知県

山田 和輝 ア・パース 福島県

山田 健人 JITC 東京都

山田 航輝 湯山泰次TS 京都府

山田 隼太郎 たちかわJTA 東京都

山田 凪紗 ソミュールテニスアカデミー 埼玉県

山田 眞帆 目黒テニスクラブ 東京都

山田 勇雅 Team310V 東京都

山田 悠乃 桜台庭球塾 東京都

山南 徹至 TENNIS SUPPORT 梅塾 大阪府

山本 敦穂 Sanyu Tennis 東京都

山本 翔太郎 荏原ＳＳＣ 神奈川県

山本 能亜 西宮テニスクラブ 兵庫県

山本 悠翔 あじさいMTCアカデミー 千葉県

山本 遥斗 江坂テニスセンター 大阪府

山本 輝奈 インターナショナルスポーツ 大阪府

山本 未空 南町田インターナショナルテニスカレッジ 神奈川県

山本 瑞貴 コスパ三国ヶ丘 大阪府

山本 佑人 荏原SSC 神奈川県

山本 燿太朗 柏陽高校 神奈川県

山脇 陽夕 ERG 鹿児島県

湯川 優亜 S.ONEグリーンテニスクラブ 東京都

ユリツァ 志門 新座ローンテニスクラブ 埼玉県

横田 優月 KCJTA 茨城県

横野 悠輝 Team YUKA 東京都

横山 晴陽 PanaChildren 兵庫県

横山 桃香 コートピア大泉テニスクラブ 東京都

吉井 來未 山梨県

吉井 滉人 PDT 香川県

吉尾 太一 パブリックテニス宝ヶ池 京都府

吉岡 純 多摩ジュニアテニスクラブ 東京都
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吉川 元晴 サレジオ学院中 神奈川県

吉川 由津 昭和の森テニススクール 東京都

吉田 青生 ＭＡＴ 群馬県

吉田 樹生 株インターナショナル 奈良県

吉田 櫂 武蔵野ドームテニススクール 東京都

吉田 耕晴 江坂テニスセンター 大阪府

吉田 紗良 毎日庭球日 千葉県

吉田 晴渡 BASIS 千葉県

吉田 真維花 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都

吉田 悠貴 Ampersand Tennis Academy 神奈川県

吉田 雄翔 MAT TA 群馬県

吉田 悠真 大阪府

吉田 律空 宝塚TCO 兵庫県

吉田 理世 大渡TA 京都府

吉武 蕾音 ラスタットTC 岡山県

吉永 桃 ダンロップTS 大阪府

吉野 直弘 モリタテニス企画 大阪府

吉原 宏紀 TeamS 福島県

吉原 大貴 TeamS 福島県

吉村 慎之亮 レテテニス 東京都

米丸 太朗 星田テニスクラブ 大阪府

埒 なづな イヌヅカスポーツプランニング 大阪府

ロジャース 直輝 SHOW T.P. 神奈川県

若月 凜 Watanuki Tennis Academy 東京都

若松 泰地 パブリックTE 滋賀県

若松 凜花 星田テニスクラブ 奈良県

脇坂 香津 ACE TC 大阪 大阪府

和久田 直人 ISHII TENNIS ACADEMY 山梨県

和気 義章 スフィーダＴＣ 岡山県

和島 武遼 荏原SSC 神奈川県

和田 夏季 葉山テニスクラブ 神奈川県

和田 奈菜世 桜台庭球塾 東京都

和田 陽向 Special One TA 兵庫県

渡瀬 瑶子 たちかわJTA 東京都

渡辺 葵依 NBテニスガーデン 広島県

渡邉 慧 Ampersand Tennis Academy 神奈川県

渡邉 心葉 yell 新潟県

渡辺 咲玖 NBテニスガーデン 広島県

渡辺 脩太 岐阜インターナショナルＴＣ 岐阜県

渡辺 俊介 ISHII TENNIS ACADEMY 山梨県
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渡辺 翔太 津幡Jr. 石川県

渡辺 ソフィア シーズ万博テニスガーデン 大阪府

渡辺 光来 ブリヂストンテニスハウス新所沢 埼玉県

渡邉 りさ 桜台庭球塾 東京都

鰐川 翔太 三芳ジュニアテニスアカデミー 埼玉県


