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3126761 東 祐貴也 ﾁｰﾑZIP 横浜市 ⽥奈⼩ 3/24 ⼩学⽣男⼦
3127397 ⽯井 瑛介 ﾁｰﾑZIP 横浜市 鴨志⽥緑⼩ 3/16 ⼩学⽣男⼦
3127518 ⾼橋 凛⽻ 京王⾚城ｱｶﾃﾞﾐｰ 川崎市 幸町⼩ 3/13 ⼩学⽣男⼦
3127603 相川 和範 ﾁｰﾑZIP 川崎市 栗⽊台⼩ 3/24 ⼩学⽣男⼦
3127702 ﾎﾞｳﾙｽﾞ ﾆｺﾗｽ TEAM YONEZAWA 逗⼦市 ⼩坪⼩ 3/9 ⼩学⽣男⼦
3127707 北⼭ 陽⽃ 町⽥ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 相模原市 ⿅島台⼩ 3/29 ⼩学⽣男⼦
3127726 佐藤 璃空 京王⾚城ｱｶﾃﾞﾐｰ 川崎市 ⼤⾕⼾⼩ 3/16 ⼩学⽣男⼦
3128256 岩崎 恭介 ｳｲﾆﾝｸﾞｼｮｯﾄ 相模原市 旭⼩ 3/29 ⼩学⽣男⼦
3128292 ⾼⽊ 奏 町⽥ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 相模原市 淵野辺東⼩ 3/29 ⼩学⽣男⼦
3128339 浅倉 脩良 ⾃由ｶﾞ丘ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 川崎市 ⻄丸⼦⼩ 3/22 ⼩学⽣男⼦
3128485 ⽵盛 惺 ⽬⿊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 森村学園初等部 4/1 ⼩学⽣男⼦
3128521 ⼤串 碧躍 ⾃由ｶﾞ丘ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 横浜市 ⼤綱⼩ 3/18 ⼩学⽣男⼦
3128530 内藤 ⼤輔 ⾃由ｶﾞ丘ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 川崎市 橘⼩ 3/18 ⼩学⽣男⼦
3128678 ⼤津 育⽃ ひろせﾃﾆｽｽｸ-ﾙ 川崎市 はるひ野⼩ 3/27 ⼩学⽣男⼦
3128818 中村 颯太 町⽥ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 若葉台⼩ 3/29 ⼩学⽣男⼦
3128922 ⼊倉 嶺 ⾃由が丘ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 横浜市 慶應義塾横浜初等部 3/31 ⼩学⽣男⼦
3128972 楠井 遥⽃ ひろせﾃﾆｽｽｸ-ﾙ 相模原市 橋本⼩ 3/22 ⼩学⽣男⼦
3129008 井坂 遊⼤ 狛江ｲﾝﾄﾞｱｼﾞｭﾆｱATPﾁｰﾑ 川崎市 久地⼩ 3/13 ⼩学⽣男⼦
3214289 宮崎 太郎 K-Powersﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰﾏｰﾄﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 横浜市 中川⻄⼩ 3/15 ⼩学⽣男⼦
3214367 原⽥ 朗 横浜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｺﾐｭﾆﾃｨ 横浜市 ⼩菅ヶ⾕⼩ 3/24 ⼩学⽣男⼦
3214440 稲⽊ 友望 SSAﾚﾆｯｸｽ 横浜市 旭⼩ 3/15 ⼩学⽣男⼦
3214499 ⼭本 拓 K-Powersﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰﾏｰﾄﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 川崎市 ⻄有⾺⼩ 3/16 ⼩学⽣男⼦
3214500 ⽯井 凌⾺ Team YUKA 横浜市 神奈川⼩ 3/4 ⼩学⽣男⼦
3214619 ⾓⽥ 理樹 Team YUKA 横浜市 ⼤曾根⼩ 3/16 ⼩学⽣男⼦
3214622 三城 貴雅 荏原SSC 藤沢市 鵠洋⼩ 3/18 ⼩学⽣男⼦
3214637 森⽥ 悠仁 ﾘﾋﾞｴﾗ逗⼦ﾏﾘｰﾅﾃﾆｽｽｸｰﾙ 横浜市 瀬ヶ崎⼩ 3/21 ⼩学⽣男⼦
3214638 ⾼橋 ⽇向 ﾘﾋﾞｴﾗ逗⼦ﾏﾘｰﾅﾃﾆｽｽｸｰﾙ 逗⼦市 久⽊⼩ 3/10 ⼩学⽣男⼦
3214640 ⽻⽣ 伊織 ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA 相模原市 作の⼝⼩ 3/17 ⼩学⽣男⼦
3214651 曽根 ⼤洋 荏原SSC 藤沢市 鵠南⼩ 3/6 ⼩学⽣男⼦
3214678 瀬⼾ 佑弥 TOM Tennis Planning 秦野市 本町⼩ 3/30 ⼩学⽣男⼦
3214689 安藤 雄哉 荏原SSC ⼩⽥原市 芦⼦⼩ 3/31 ⼩学⽣男⼦
3214707 永井 優輝 IHSM綾瀬 綾瀬市 綾⻄⼩ 3/22 ⼩学⽣男⼦
3214729 服部 裕基 荏原SSC 川崎市 御幸⼩ 3/18 ⼩学⽣男⼦
3214790 外池 智稀 BEAT TENNIS CLUB 開成町 開成⼩ 3/24 ⼩学⽣男⼦
3214802 堀江 泰⽣ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾃﾆｽｽｸ-ﾙ 横浜市 下和泉⼩ 3/22 ⼩学⽣男⼦
3214839 平井 翔梧 荏原SSC 海⽼名市 中新⽥⼩ 3/16 ⼩学⽣男⼦
3214862 佐藤 将真 Val 横浜市 ⼤正⼩ 3/16 ⼩学⽣男⼦
3214899 川村 拓永 あざみ野ﾛｰﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ 横浜市 茅ヶ崎東⼩ 3/21 ⼩学⽣男⼦
3214904 鎌倉 遥也 ⼤島ﾌﾗﾜｰﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 相模原市 広陵⼩ 3/10 ⼩学⽣男⼦
3214905 上⽥ 頼 Team YUKA 横浜市 獅⼦ヶ⾕⼩ 3/28 ⼩学⽣男⼦
3214906 ⾼橋 遼介 荏原SSC 横浜市 神⼤寺⼩ 3/27 ⼩学⽣男⼦
3214944 ⼩寺 佑季 荏原SSC 藤沢市 湘南台⼩ 3/27 ⼩学⽣男⼦
3214947 ⼤舘 ⼀輝 荏原SSC 平塚市 松延⼩ 3/31 ⼩学⽣男⼦
3214958 堂垣 ⼤志 SHOW.T.P 藤沢市 明治⼩ 3/28 ⼩学⽣男⼦
3214964 北野 ⼼晴 湘南ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 茅ヶ崎市 茅ヶ崎⼩ 3/16 ⼩学⽣男⼦
3214967 ⾼橋 光 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ ⼩⽥原市 富⽔⼩ 3/15 ⼩学⽣男⼦
3214975 松岡 玲央 ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA 横浜市 榎が丘⼩ 3/24 ⼩学⽣男⼦
3214990 ⾼⽥ 湧⼀朗 荏原SSC 藤沢市 ⼤越⼩ 3/13 ⼩学⽣男⼦
3214994 萩原 真⽣ IWK TENNIS MANAGEMENT  相模原市 ⿇溝⼩ 3/15 ⼩学⽣男⼦
3214995 坂本 健英 荏原SSC 相模原市 若松⼩ 3/14 ⼩学⽣男⼦
3214998 森 茂貴 ｳｴｽﾄ横浜ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 汲沢⼩ 3/24 ⼩学⽣男⼦
3215017 ⼩⽥切 楽 荏原SSC 横浜市 ⼤正⼩ 3/24 ⼩学⽣男⼦
3215019 松崎 司 横須賀ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横須賀市 ⼤塚台⼩ 3/8 ⼩学⽣男⼦
3215024 布川 翔 湘南ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 茅ヶ崎市 ⾹川⼩ 3/9 ⼩学⽣男⼦
3215053 松本 和也 YC&AC Junior Tennis Academy 横浜市 南⼩ 3/27 ⼩学⽣男⼦
3215065 深瀬 和司 あざみ野ﾛｰﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ 川崎市 久本⼩ 3/6 ⼩学⽣男⼦
3215083 ⽮野 ⿓雅 荏原SSC 横浜市 すみれが丘⼩ 3/6 ⼩学⽣男⼦
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3215107 清⽔ ⼤空 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾃﾆｽｽｸ-ﾙ 横浜市 中和⽥⼩ 3/21 ⼩学⽣男⼦
3215122 松岡 輝 K-Powersﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰﾏｰﾄﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 横浜市 茅ヶ崎東⼩ 3/21 ⼩学⽣男⼦
3215130 横⼭ 海翔 ⼤島ﾌﾗﾜｰﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 相模原市 ⼆本松⼩ 3/14 ⼩学⽣男⼦
3215155 薄井 亜⾨ ﾘﾋﾞｴﾗ逗⼦ﾏﾘｰﾅﾃﾆｽｽｸｰﾙ 逗⼦市 逗⼦⼩ 3/27 ⼩学⽣男⼦
3215161 ⽯井 徳 YSC 横浜市 ⻘⽊⼩ 3/28 ⼩学⽣男⼦
3215163 周防 莉史 ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA 横浜市 上瀬⾕⼩ 3/14 ⼩学⽣男⼦
3215165 パウリ レオン K-Powersﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰﾏｰﾄﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 横浜市 東京横浜ドイツ学園 4/1 ⼩学⽣男⼦
3215168 杉⼭ 兼新 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 平塚市 港⼩ 3/24 ⼩学⽣男⼦
3215190 籠島 琉凪 ⻘葉台ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 桐蔭学園⼩ 3/29 ⼩学⽣男⼦
3215194 嶋⽥ ｼﾞｭﾘｱﾝ湊 ESSC 海⽼名市 有⿅⼩ 3/14 ⼩学⽣男⼦
3215204 須藤 隼⼀ 瀬⾕ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 ⼤⾨⼩ 3/14 ⼩学⽣男⼦
3215211 海野 拓⾳ 厚⽊国際ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 平塚市 相模⼩ 3/22 ⼩学⽣男⼦
3215261 ⼤沢 陸⽃ ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA 横浜市 ⻑津⽥⼩ 3/29 ⼩学⽣男⼦
3215271 梶⼭ 駿 ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 横浜市 ⼩⼭台⼩ 3/14 ⼩学⽣男⼦
3215294 佐藤 佑泉 ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 茅ヶ崎市 平和学園⼩ 4/1 ⼩学⽣男⼦
3215298 ⽶良 悠誠 ﾗｯｸ港南台ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 横須賀市 夏島⼩ 3/22 ⼩学⽣男⼦
3215300 ⼩林 ⼤空 Team YUKA 横浜市 豊岡⼩ 3/31 ⼩学⽣男⼦
3215316 梅⽥ 琉聖 Team YUKA 横浜市 ⽇限⼭⼩ 3/24 ⼩学⽣男⼦
3215326 杉⼭ 優仁 ｳｴｽﾄ横浜ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 下郷⼩ 3/24 ⼩学⽣男⼦
3215357 関 佑⽃ ﾘﾋﾞｴﾗ逗⼦ﾏﾘｰﾅﾃﾆｽｽｸｰﾙ 逗⼦市 逗⼦⼩ 3/7 ⼩学⽣男⼦
3215359 ⼩林 朔太郎 Team YUKA 横浜市 今宿南⼩ 3/30 ⼩学⽣男⼦
3215369 須崎 蓮 ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA ⼤和市 中央林間⼩ 3/27 ⼩学⽣男⼦
3215388 ｺｰﾃﾞｨｴ ｱﾙｾｰﾇ敬⼤ Team YUKA 横浜市 慶應義塾横浜初等部 3/30 ⼩学⽣男⼦
3215557 森上 ⼀世 BEAT TENNIS CLUB 中井町 中村⼩ 3/28 ⼩学⽣男⼦
3215594 名雪 楽⼯ 荏原SSC 藤沢市 鵠沼⼩ 3/27 ⼩学⽣男⼦
3215604 神原 壮希 ｼﾞｭﾝﾚｵﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 厚⽊市 厚⽊⼩ 3/30 ⼩学⽣男⼦
3215683 ⽇垣 陸 橘ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 横浜市 ⽇吉南⼩ 3/21 ⼩学⽣男⼦
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