
姓名 所属 姓名 所属

香川 千洋 MSS橿原 大島 愛優博 MSS橿原

笠作 悠真 ＭＴＰ学園前ロイヤルテニスクラブ 松田 瑠菜 O's

木原 大樹 O's 小坂 仁夢 O's

廣瀬 颯馬 TEAM　ADVANCE 奥谷 梨那 O's

守屋 星 TEAM　ADVANCE 中村 知郁 TS奈良

市川 楓 TS奈良 梶谷 莉花 ＴＳ奈良テニスクラブ

木戸 翔太朗 TS奈良 嶋本 美海 アイル.ＴＦＣ

森 郁人 Wacc奈良 松倉 寧音 ダイヤモンドTC学園前

上林 群 Wacc奈良 大塚 梢夏 ダイヤモンドTC学園前

岡野 蓮 YELL Tennis Academy 高山 揺 ダイヤモンドTC学園前

稲葉 雄大 YELL Tennis Academy 新部 実咲 ダイヤモンドTC学園前

井久保 公太 YELL Tennis Academy 渡邊 怜友 ダイヤモンドTC学園前

米澤 慧 YELL Tennis Academy 吉崎 風華 ダイヤモンドTC学園前

高田 浩太郎 YELL Tennis Academy 藤井 玲奈 ﾁｰﾑYAMATO

佐伯 駿太 アイル.ＴＦＣ 香村 咲良 ユニークスタイルＴＡ

橋本 倖太朗 ダイヤモンドＴＣ学園前 西 さくら 育英西中学校

赤羽 匠 ダイヤモンドTC学園前 矢野 志織 鹿ノ台中学校

粟津 陽太 ダイヤモンドTC学園前 神吉 咲希 鹿ノ台中学校

丸岡 大悟 ダイヤモンドTC学園前 野川 梨緒 鹿ノ台中学校

谷口 健人 ダイヤモンドTC学園前 古坂 夏萌 鹿ノ台中学校

山門 祐輝 ダイヤモンドTC学園前 濵戸 利衣 鹿ノ台中学校

西田 匠汰 ダイヤモンドTC学園前 福本 千織 鹿ノ台中学校

本田 真太郎 ダイヤモンドTC学園前 二宮 杏梨 鹿ノ台中学校

川端 唯斗 ダイヤモンドTC学園前 上田 宝來 鹿ノ台中学校

佐藤 三郎 ダイヤモンドTC学園前 谷口 和香奈 鹿ノ台中学校

山根 都羽 ダイヤモンドTC学園前 向井 唯 鹿ノ台中学校

渡辺 直生 ダイヤモンドTC学園前 今出 葵 鹿ノ台中学校

三木 聖登 ダイヤモンドTC学園前 立本 はるか 鹿ノ台中学校

三井 和登 ダイヤモンドTC学園前 谷川 実柚 鹿ノ台中学校

木村 威心 ﾁｰﾑYAMATO 深尾 美翔 鹿ノ台中学校

馬場 友希 ﾁｰﾑYAMATO 岡﨑 茉優 上牧中学校

渡部 結斗 ハードボール 米原 萌生 上牧中学校

中野 剛 ハードボール 生嶋 琉夏 上牧中学校

藤田 英寿 ハードボール 津井田 真悠 上牧中学校

馬場 涼輔 ハードボール 窪  稜采 上牧中学校

上西 涼太 ハードボール 岡本 悠良 大淀中

越村 勇斗 ユニークスタイルＴＡ 大隈 美和 大淀中

吉田 周平 ユニークスタイルＴＡ 外嶋 桜瑚 大淀中

戸井田 直澄 ユニークスタイルＴＡ 畑田 真央 大淀中

熊田 祥太郎 ユニークスタイルＴＡ 竹田 梨奈 大淀中

竹中 大輔 ユニークスタイルＴＡ 辻ノ内 美咲 大淀中

中村 凌人 ユニークスタイルＴＡ 吉村 歩純 大淀中

徳田 悠人 ルーセントテニスクラブ奈良 木谷 ららん 大淀中

松葉 陽太 吉野ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 今川 日菜乃 帝塚山中学校

白根 北都 香芝インドアテニスクラブ 福田 瑛万   奈良テニスクラブ

村上 慶輔 香芝インドアテニスクラブ 高津 向日梨 奈良学園

山口 拓真 香芝インドアテニスクラブ 永山 知依 奈良学園

﨑久保 拓眞 香芝インドアテニスクラブ 藤丸 明日香 奈良学園

北村 仁 上牧中学校 森嶋 茜里 奈良学園

安藤 佑太 上牧中学校 中村 美沙希 奈良学園

福西 直弥 上牧中学校 野中 晴陽 奈良学園

岡本 和也 上牧中学校 冨山 陽香 奈良学園

山本 倖輔 上牧中学校 森 裕美 奈良学園登美ヶ丘中学校

井口 瑛介 上牧中学校 城 彩音 奈良学園登美ヶ丘中学校

河田 晶翔 上牧中学校 岡田 結衣 奈良学園登美ヶ丘中学校

柴田 憲世 上牧中学校 竹原 実聡 奈良学園登美ヶ丘中学校

飯塚 晴 大和郡山市立郡山中学校 鈴木 ありさ 奈良学園登美ヶ丘中学校

辰巳 和也 大和郡山市立郡山中学校 松本 悠希 奈良学園登美ヶ丘中学校

森岡 歩夢 大和郡山市立郡山中学校 赤星 百香 奈良学園登美ヶ丘中学校

石橋 拓実 大和郡山市立郡山中学校 石川 真帆 奈良学園登美ヶ丘中学校

岡本 太智 大和郡山市立郡山中学校 河野 華怜 奈良学園登美ヶ丘中学校

石松 翔 大和郡山市立郡山中学校 伊豆蔵 光希 奈良学園登美ヶ丘中学校

髙塚 真登 大和郡山市立郡山中学校 土井 真結子 奈良学園登美ヶ丘中学校

楠見 優 東大寺 七條 来望 奈良学園登美ヶ丘中学校

井口 和洋 東大寺 石原 瑶己 奈良教育大学附属中学校

近藤 俊輔 東大寺 上岡 勇気 奈良教育大学附属中学校

薄葉 佳裕 東大寺 松田 智紗 奈良教育大学附属中学校

伊藤 亮佑 東大寺 後藤 沙弥香 奈良教育大学附属中学校

櫻井 陽斗 東大寺 小林 りさ子 奈良教育大学附属中学校

田川 裕己 東大寺 中山 桜希 奈良教育大学附属中学校

中川 晴陽 東大寺 黒川 咲 奈良教育大学附属中学校

小林 奏太 東大寺 乃一 優心 富雄第三中学校

梅谷 俊太郎 東大寺 原田 碧 富雄第三中学校

山﨑 愛一郎 東大寺 西川 琴音 富雄第三中学校

森川 航成 東大寺 田中 智恵 富雄第三中学校

許 悠伸 東大寺

曽我 諒祐 東大寺

橋谷 晃輝 東大寺

古橋 勇人 東大寺
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濱村 雄真 東大寺

山本 翔太 東大寺

小森 春輝 東大寺

小柳 拓翔 東大寺

樫山 悠人 東大寺

須原 啓行 東大寺

垂見 大翼 東大寺

黒田 凛太郎 東大寺

井村 彩人 奈良テニスクラブ

井學 知志 奈良テニスクラブ

柏井 創太朗 奈良学園

松島 瑞樹 奈良学園

吉谷 勇輝 奈良学園

黒崎 耀弘 奈良学園

竹林 優介 奈良学園

山田 悠伊 奈良学園

松村 和熙 奈良学園

村山 開垣 奈良学園

床並 優也 奈良学園

坂口 佳衣 奈良学園

松澤 琉之介 奈良学園

高松 敬 奈良学園

緒方 秀羽 奈良学園

飯島 拓也 奈良学園

中村 仁哉 奈良学園

片岡 真太郎 奈良学園

加藤 夢生 奈良学園

山本 翔平 奈良学園

土山 流空 奈良学園登美ヶ丘中学校

土居 采翔 奈良学園登美ヶ丘中学校

門野 修也 奈良学園登美ヶ丘中学校

村田 煌英 奈良学園登美ヶ丘中学校

前波 泰司 奈良学園登美ヶ丘中学校

岡田 俊祐 奈良国際テニスクラブ

荒木 信理 奈良市立富雄中学校

井上 蓮太 奈良市立富雄中学校

菱田 陽斗 奈良市立富雄中学校

小田 陽輝 奈良市立富雄中学校

土居 亮太 奈良市立富雄中学校

齋藤 嘉人 奈良市立富雄中学校

森脇 光哉 奈良市立富雄中学校

岡本 翔太 奈良市立富雄中学校

長谷川 修大 奈良市立富雄中学校

森川 慶也 奈良市立富雄中学校

福田 任真 奈良市立富雄中学校

田端 仁登 奈良市立富雄中学校

千道 俊介 奈良女子大付属中学

鹿田 朝一 富雄第三中学校

宮西 風杜 富雄第三中学校

宗像 晃佑 富雄第三中学校

川上 長流 富雄第三中学校

森田 千晴 富雄第三中学校

萩永 優太 富雄第三中学校

大久保 長登 富雄第三中学校

長崎 創太 富雄第三中学校

曽根 靖智 富雄第三中学校

吉崎 将成 富雄第三中学校

立藤 瑚大 富雄第三中学校

杉本 憲吾 富雄第三中学校

谷口 直輝 富雄第三中学校

吉田 健人 富雄第三中学校

青戸 大志 富雄中学

海野 航 平群テニスアカデミー

梅川 巴瑠 平群テニスアカデミー

植嶋 祐翔 平群テニスアカデミー


