
1 氏　　名 1 2 3 勝率 差 順位

中本　圭哉 福井 福井県庁

半谷　美咲 広島 どんぐり北広島

尾﨑　芽生 日本学連 松山東雲女子大学

寺坂　倖士朗 愛媛 宇和島ソフトテニス連盟

木川　杏南 茨城 ＴＥＡＭ　ＣＯＲＩＮ

木川　拓也 茨城 ＰＲＡＮＫ

2 氏　　名 4 5 6 勝率 差 順位

阪本　崚 日本学連 関西大学

中別府　瑞希 日本学連 関西大学

髙橋　圭介 埼玉 滑川クラブ

黒田　優衣 兵庫 龍野クラブ

足立　和優 大分 臼杵クラブ

足立　紗和子 大分 臼杵クラブ

3 氏　　名 7 8 9 勝率 差 順位

塚川　優女 岐阜 太平洋工業

加藤　英雄 岐阜 太平洋工業

小船井　翔 埼玉 小川町庭球協会

金澤　京佳 埼玉 小川町庭球協会

北本　達己 日本学連 明治大学

森本　彩鼓 日本学連 立教大学

4 氏　　名 10 11 12 勝率 差 順位

中川　瑞貴 京都 ワタキューセイモア

星野　雄慈 京都 ワタキューセイモア

勝田　珠莉 東京 ナガセケンコー

大津　育人 福岡 ミズノ

亀岡　亜希斗 愛媛 スマッシュセツヤスクラブ

竹中　晴南 愛媛 道後・八千代クラブ
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5 氏　　名 13 14 15 勝率 差 順位

志牟田　智美 兵庫 東芝姫路

九島　一馬 宮城 ミズノ

渡辺　秀幸 埼玉 川口市役所

渡辺　愛子 埼玉 川口クラブ

浪岡　菜々美 日本学連 日本体育大学

髙城　直弥 日本学連 日本体育大学

6 氏　　名 16 17 18 勝率 差 順位

安藤　優作 東京 東京ガス

芝崎　百香 東京 ナガセケンコー

山下　奈々 埼玉 チーム　M’ｓ

根本　心優斗 埼玉 チーム　M’ｓ

山田　雄太 広島 フェニックス

森川　菜々子 日本学連 広島大学

7 氏　　名 19 20 21 勝率 差 順位

大森　優理 奈良 高田クラブ

三輪　惇平 京都 京都第二赤十字病院

池端　早紀 埼玉 所沢ペアートテニスクラブ

荻野　和磨 埼玉 狭山入間川テニスクラブ

須原　拓海 愛知 松葉クラブ

坂本　茉梨乃 愛知 アドマテックス

8 氏　　名 22 23 24 勝率 差 順位

貝瀬　ほのか 東京 ヨネックス

高月　拓磨 東京 ヨネックス

小松﨑　茉代 福島 ダンロップ

福田　成海 日本学連 法政大学

釘本　省吾 京都 ワタキューセイモア

古田　麻友 京都 ワタキューセイモア
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9 氏　　名 25 26 27 勝率 差 順位

小林　愛美 日本学連 東京女子体育大学

林　大喜 広島 ＮＴＴ西日本

古川　瑶樹 愛媛 三津浜TennisFreaks

行成　友樹 愛媛 三津浜TennisFreaks

吉田　一貴 埼玉 上尾高校OB

近藤　利菜 埼玉 さくらそうクラブ

10 氏　　名 28 29 30 勝率 差 順位

笠井　佑樹 東京 ナガセケンコー

松本　倫旺 東京 東京ガス

塩田　顯 京都 京都第二赤十字病院

竹田　茜 愛知 アドマテックス

箱崎　愁里 日本学連 四国大学

武内　力也 日本学連 四国大学

11 氏　　名 31 32 33 勝率 差 順位

片野　理音 日本学連 東京女子体育大学

広岡　宙 広島 ＮＴＴ西日本

宮田　瑠依 愛媛 道後・八千代クラブ

溝部　智也 愛媛 垣生ＳＴＣ

落合　未遥 埼玉 富士見市連盟

矢部　佑樹 埼玉 上尾高校OB

12 氏　　名 34 35 36 勝率 差 順位

菊地　はづき 東京 ヨネックス

渡辺　澪治 日本学連 日本体育大学

中野　舞 兵庫 東芝姫路

北見　和大 兵庫 姫路アニマルズ

橋本　旭陽 三重 三重高クラブ

土井　さくら 三重 松阪興産
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13 氏　　名 37 38 39 勝率 差 順位

尾上　胡桃 神奈川 Welltrade

長江　光一 広島 ＮＴＴ西日本

平本　聖真 京都 ワタキューセイモア

小松崎　梨代 京都 ワタキューセイモア

株本　瑞香 埼玉 さくらそうクラブ

上村　将也 埼玉 皆野クラブ

14 氏　　名 40 41 42 勝率 差 順位

早川　日向 東京 ナガセケンコー

大友　駿 愛知 東邦ガス

武井　優磨 埼玉 上尾高校OB

前田　優香 埼玉 上尾高校OB

荒木　駿 日本学連 早稲田大学

赤川　友里奈 日本学連 立教大学

15 氏　　名 43 44 45 勝率 差 順位

黒田　奈穂子 東京 日体桜友会

内田　理久 広島 ＮＴＴ西日本

成毛　裕 埼玉 チーム　M’ｓ

主藤　朋夏 埼玉 チーム　M’ｓ

藤野　郁弥 大分 チームあまりもん

佐藤　優里菜 大分 チームあまりもん

16 氏　　名 46 47 48 勝率 差 順位

北野　亮介 京都 ワタキューセイモア

松本　英里佳 京都 ワタキューセイモア

林　将大 愛媛 スマッシュセツヤスクラブ

河野　莉穂奈 愛媛 松山ＳＴＣ

藤澤　豊和 埼玉 川口市役所

三浦　菜留美 埼玉 川口市役所
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17 氏　　名 49 50 51 勝率 差 順位

徳川　愛実 東京 ヨネックス

柴田　章平 東京 ヨネックス

宮原　あかり 兵庫 東芝姫路

藤久　雄士 日本学連 同志社大学

河田　真希 岡山 総社庭球クラブ

谷田　明照 岡山 総社庭球クラブ

18 氏　　名 52 53 54 勝率 差 順位

高橋　乃綾 広島 どんぐり北広島

鈴木　琢巳 福井 福井県庁

河澄　航平 埼玉 草加松原ソフトテニス

福田　諒子 埼玉 草加松原ソフトテニス

藤原　義宏 愛媛 愛媛にぎたつクラブ

嶋田　弥和 日本学連 松山大学

19 氏　　名 55 56 57 58 勝率 差 順位

岩佐　和博 岐阜 太平洋工業

地中　葵 岐阜 太平洋工業

下地　真未 日本学連 四国大学

大舘　竜城 日本学連 四国大学

梶尾　明日香 京都 ワタキューセイモア

垣迫　誉 京都 ワタキューセイモア

上野　美穂 埼玉 川口市役所

佐々木　一輝 埼玉 川口市役所

20 氏　　名 59 60 61 勝率 差 順位

桂　拓也 東京 ヨネックス

渡辺　絵美菜 東京 ヨネックス

奥嶋　美佐 愛知 トヨタ自動車

奥嶋　純平 愛媛 今治市役所

山根　稔平 日本学連 早稲田大学

土井　あんず 日本学連 立教大学
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21 氏　　名 62 63 64 勝率 差 順位

丸中　大明 広島 ＮＴＴ西日本

小松　芹奈 日本学連 東京女子体育大学

西條　惟 埼玉 熊谷ホリデークラブ

田村　彩乃 埼玉 さくらそうクラブ

山本　沙奈 兵庫 龍野クラブ

奥村　健太郎 茨城 茨城県教職員ソフトテニスクラブ

22 氏　　名 65 66 67 勝率 差 順位

那須　暁帆 愛知 アドマテックス

安藤　圭祐 愛知 東邦ガス

野崎　圭佑 埼玉 上尾高校OB

小寺　美玖 埼玉 さいたまSTC

本吉　花鈴 京都 ワタキューセイモア

高村　悌紳 京都 ワタキューセイモア

23 氏　　名 68 69 70 勝率 差 順位

本倉　健太郎 広島 ＮＴＴ西日本

久保　晴華 日本学連 日本体育大学

緒方　快 福岡 久留米クラブ

近藤　舞子 福岡 久留米クラブ

藤田　真司 千葉 船橋クラブ

根岸　桃亜奈 東京 ナガセケンコー

24 氏　　名 71 72 73 勝率 差 順位

山本　大陸 日本学連 法政大学（男子）

武藤　和果奈 福島 ダンロップ

小林　俊博 埼玉 小川町庭球協会

笠原　知華 埼玉 アキム

宮下　裕司 兵庫 姫路アニマルズ

久保　菜月 兵庫 東芝姫路
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25 氏　　名 74 75 76 勝率 差 順位

内本　隆文 広島 ＮＴＴ西日本

吉田　澪奈 日本学連 東京女子体育大学

節安　広一 愛媛 スマッシュセツヤスクラブ

井上　眞由美 愛媛 スマッシュセツヤスクラブ

尾上　徹平 埼玉 チーム　M’ｓ

持田　愛子 埼玉 チーム　M’ｓ

26 氏　　名 77 78 79 勝率 差 順位

長尾　景陽 埼玉 日本信号

木原　恵菜 東京 ナガセケンコー

石﨑　名美 愛媛 松山ライン会

新家　雅史 愛媛 三津浜TennisFreaks

米川　結翔 日本学連 明治大学

根岸　楓英奈 兵庫 東芝姫路

27 氏　　名 80 81 82 勝率 差 順位

船水　雄太 宮城 AAS Management

加　奈乃佳 鹿児島 城山観光

栗原　有菜 埼玉 チーム　M’ｓ

村瀬　慶稀 埼玉 チーム　M’ｓ

濱田　紗代美 日本学連 日本体育大学

簗田　亮 日本学連 日本体育大学

28 氏　　名 83 84 85 勝率 差 順位

鈴木　理奈 日本学連 東京女子体育大学

林　佑太郎 広島 ＮＴＴ西日本

庄司　琴里 日本学連 國學院大学

黒須　柾暉 日本学連 國學院大学

伊藤　幹 東京 ヨネックス

黒田　麻衣 東京 ヨネックス
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29 氏　　名 86 87 88 勝率 差 順位

上岡　俊介 日本学連 同志社大学

石井　友梨 京都 ワタキューセイモア

笠井　豊 埼玉 上尾高校OB

笠井　英実 埼玉 上尾高校OB

吉田　雄紀 岐阜 太平洋工業

福田　茉畝 岐阜 太平洋工業

30 氏　　名 89 90 91 勝率 差 順位

村上　雄人 広島 ＮＴＴ西日本

白﨑　ひかる 日本学連 東京女子体育大学

蟻塚　悟司 愛媛 スマッシュセツヤスクラブ

松村　菜実 愛媛 道後・八千代クラブ

高井　紀衣 東京 ナガセケンコー

山本　貴大 東京 東京ガス

31 氏　　名 92 93 94 勝率 差 順位

米澤　要 石川 兼六クラブ

山田　優菜 三重 松阪興産株式会社

菅　朋哉 埼玉 狭山入間川テニスクラブ

吉田　奈津子 埼玉 狭山クラブ

西岡　真里華 奈良 高田クラブ

星野　慎平 京都 京都第二赤十字病院

32 氏　　名 95 96 97 98 勝率 差 順位

長谷川　憂華 日本学連 神戸松蔭女子学院大学

石川　峻伍 日本学連 法政大学

明神　未来 高知 ＴＮＴ.Ｃ

芳村　玲 栃木 MOJJO Japan

坂口　真生 埼玉 皆野クラブ

大城戸　宏和 埼玉 上尾高校OB

中別府　凌 日本学連 関西大学

岡野　若奈 兵庫 東芝姫路
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33 氏　　名 99 100 101 勝率 差 順位

林田　和樹 東京 ヨネックス

黒木　瑠璃華 東京 ヨネックス

中川　晴貴 岡山 玉島STC

櫛田　光玖 岡山 プロシード

竹田　真樹 日本学連 関西大学

増田　祐太 日本学連 関西大学

99

101

100

所　　属


