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3127518 高橋　凛羽 京王赤城ｱｶﾃﾞﾐｰ 川崎市 幸町小 3/7 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 3/23 男子

3127726 佐藤　璃空 京王赤城ｱｶﾃﾞﾐｰ 川崎市 大谷戸小 3/8 男子

3128509 永田　瑛二 ﾁｰﾑZIP 川崎市 王禅寺中央小 3/23 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 3/24 男子

3128678 大津　育斗 京王赤城ｱｶﾃﾞﾐｰ 川崎市 はるひ野小 3/7 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 3/19 男子

3128994 高橋　昂暉 町田ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 森村学園初等部 3/28 男子

3129154 長田　知也 ﾁｰﾑZIP 横浜市 嶮山小 3/28 男子

3129242 彌勒　遼太郎 南町田ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 相模原市 くぬぎ台小 3/26 男子

3214440 稲木　友望 ﾚﾆｯｸｽﾃﾆｽｽｸｰﾙ 横浜市 旭小 3/8 男子

3214651 曽根　大洋 荏原SSC 藤沢市 鵠南小 3/7 男子

3214689 安藤　雄哉 荏原SSC 小田原市 芦子小 3/10 男子

3214729 服部　裕基 荏原SSC 川崎市 御幸小 3/13 男子

3214790 外池　智稀 大磯ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 開成町 開成小 3/10 男子

3214905 上田　頼 橘ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 横浜市 獅子ヶ谷小 3/24 男子

3214906 高橋　遼介 荏原SSC 横浜市 神大寺小 3/12 男子

3214940 長井　佑真 ﾚﾆｯｸｽﾃﾆｽｽｸｰﾙ 海老名市 東柏ヶ谷小 3/23 男子

3214944 小寺　佑季 荏原SSC 藤沢市 湘南台小 3/13 男子

3214947 大舘　一輝 荏原SSC 平塚市 松延小 3/14 男子

3214967 高橋　光 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 小田原市 富水小 3/7 男子

3214990 高田　湧一朗 荏原SSC 藤沢市 大越小 3/20 男子

3215015 中根　洋翔 大島ﾌﾗﾜｰﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 相模原市 橋本小 3/12 男子

3215017 小田切　楽 荏原SSC 横浜市 大正小 3/20 男子

3215019 松崎　司 横須賀ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横須賀市 大塚台小 3/27 男子

3215068 後藤　駿太 BEAT TENNIS CLUB 二宮町 二宮小 3/12 男子

3215084 中川内　翔太 大島ﾌﾗﾜｰﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 相模原市 大沢小 3/27 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 3/20 男子

3215134 栗原　歓多 YSC 横浜市 さちが丘小 3/27 男子

3215151 橋本　俊介 YSC 横浜市 宮谷小 3/27 男子

3215161 石井　徳 YSC 横浜市 青木小 3/22 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小 3/10 男子

3215194 嶋田　ｼﾞｭﾘｱﾝ湊 ﾚﾆｯｸｽﾃﾆｽｽｸｰﾙ 海老名市 有鹿小 3/7 男子

3215308 増田　悠人 荏原SSC 横浜市 慶應義塾横浜初等部 3/16 男子

3215313 小山　マキシ 東急あざみ野ﾃﾆｽｶﾞ-ﾃﾞﾝ 川崎市 鷺沼小 3/20 男子

3215333 栗栖　和之 ｳｴｽﾄ横浜ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 東汲沢小 3/27 男子

3215337 伊藤　陽 荏原SSC 横浜市 別所小 3/24 男子

3215342 岡田　宗 Kﾃﾆｽｽｸｰﾙ 横浜市 美しが丘西小 3/24 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 3/27 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 3/26 男子

3215393 岩崎　悠真 ESSC 横浜市 北方小 3/16 男子

3215394 菊入　栄杜 Team YUKA 横浜市 川和小 3/26 男子

3215502 石津　尚悟 TOM Tennis Planning 秦野市 鶴巻小 3/7 男子

3215524 橋本　航希 橘ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 川崎市　 小倉小 3/26 男子

3215530 桶生　至留 東急あざみ野ﾃﾆｽｶﾞ-ﾃﾞﾝ 横浜市 荏子田小 3/23 男子

3215548 今井　桜佑 湘南ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 藤沢市 中里小 3/10 男子

3215549 迫　颯人 大磯ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 厚木市 玉川小 3/12 男子

3215557 森上　一世 BEAT TENNIS CLUB 中井町 中村小 3/27 男子

3215560 大澤　拓真 東急あざみ野ﾃﾆｽｶﾞ-ﾃﾞﾝ 川崎市 白幡台小 3/12 男子

3215561 日比野　資史 大磯ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 大磯町 大磯小 3/20 男子

3215566 植田　未来翔 厚木国際ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 厚木市 厚木第二小 3/20 男子

3215594 名雪　楽工 荏原SSC 茅ヶ崎市 松林小 3/8 男子

3215641 松本　諭宇 荏原SSC 横浜市 日限山小 3/27 男子

3215662 高島　聖央 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾃﾆｽｽｸ-ﾙ 横浜市 伊勢山小 3/24 男子

3215669 橋本　一樹 ﾚﾆｯｸｽﾃﾆｽｽｸｰﾙ 横浜市 鴨居小 3/27 男子

3215679 浅田　南登 ﾚﾆｯｸｽﾃﾆｽｽｸｰﾙ 横浜市 東本郷小 3/13 男子

3215830 渡部　芽吹 青葉台ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 荏子田小 3/28 男子

3215904 松本　欧介 青葉台ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 横浜市 青葉台小 3/23 男子
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3215946 光永　悠太 S.ONEｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 川崎市 桐光学園小 3/7 男子

3216054 稲垣　涼大 南林間ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 座間市 相武台東小 3/28 男子

3216090 松本　優輝 青葉台ローンテニスクラブ 横浜市 三保小 3/22 男子
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