
光川 朋希

杉原 優太郎

青山 璃空 村井 翔太 野洲ジュニア

細川 家準 森口 歩 甲賀スポ少

山本 聖太 宮田 清丞 宝ジュニア

永井 奏楽 川端 浬央 野々市ジュニア

宮坂 羽瑠 堀 ひかる

寺井 悠斗 髙橋 寛生

北谷 唯翔 須田 拓真

石倉 洋人 保科 陽向

西村 慧太 荻巣 翔

木田 大翔 小林 将己

田村 悠和 松村 裕太

為谷 悠斗 鈴木 彰正

水野 昴 古河STC 田村 颯涼

栗原 輝 武田倶楽部 木ノ井 英智

山崎 陽叶 荒川 潔人

三谷 綾叶 西川 奏汰

吾田 聖真 丸岡スポ少 林 海璃

森口 克明 敦賀スポ少 安藤 涼太

原田 裕太 西スポジュニア 手塚 康介

齋藤 大貴 杉戸ジュニア 郷 暖太

早川 響太 林 秀樹

堀島 一路 窪 卓人

北村 温暉 安曇川スポ少 上沢 優人

松田 隆哉 安土ジュニア 笹森 翔太

赤井 拓実 藤森 駿平

境 奏太朗 髙瀬 勇貴

水落 礼翔 力丸 朔也

津戸 歩人 植木 遼

中谷 来稀 橋村 碧人

横田 悠杜 成田 純也

神尾 篤輝 村田 斗海

谷川 湊和 長谷川 志哉

高田 典弘 若林 憲 小松荒屋クラブ

高橋 亮成 柳田 蒼生 内灘ジュニア

木村 旭陽 園田 暖人 鴻巣パンジー

木村 翼佐 原田 蒼空 北坂戸ジュニア

岡﨑 撞樹 藤澤 一真

石原 靖士

松下 箔來

浜 佑斗

鈴木 太陽

鈴木 想

滑川ジュニア 富山

豊浦

35

佐久市スポ少 長野

小川ジュニア 28

3 大津ジュニア 滋賀

男子５年生　ダブルス

2019.3.23（土）

1 佐屋ジュニア 愛知

滋賀 232 とりやクラブ 石川

石川

富山

25

6

渋川スポ少 群馬

4 長野

石川5

7

霞ヶ浦クラブ 茨城

庄川スポ少

埼玉

とりやクラブ

長野 34

14 石川

13

群馬

24

氷見ジュニア 富山

渋川スポ少

埼玉

298 茨城

佐屋ジュニア 愛知

31

309 滑川ジュニア 富山

武生スポ少 福井

26

27

豊浦 茨城

坂戸ジュニア 埼玉 32

10 福井

石川 3312 あずみ松川 長野

西スポジュニア 埼玉

22

石田 悠雅
福井丸岡スポ少 41

上田市スポ少

11

17 丸岡スポ少 福井 シャイントラスト 愛知 38

39

16

滋賀

伊香ジュニア 滋賀

3615 前橋ジュニア 群馬 茨城

19

美川ジュニア 石川 石川

21 輪島ジュニア 石川

20 刈谷ジュニア 愛知

埼玉

18

40

内灘ジュニア

田鶴浜ジュニア

戸上ＪＳＴＣ

小川ジュニア 埼玉

37



百澤 光祐 竹内 朔

髙徳 祐大 森口 閃吏

宮下 匠磨 近岡 宗一郎

長道 皐汰 三野 広輝

伊藤 丈瑠 竹本 響 砺波東部ジュニア

岡山 直樹 和泉 向陽 福光スポ少

須田 将太 高橋 海

森住 陸翔 築田 司

沼野 寛大 中本 葉音

冨田 瑠心 武知 礼之

藤田 詠吉 田中 雄敏

松浦 大翔 松平 奨

定政 翔大 武生スポ少 小林 千紘

宮田 彪舜 宝ジュニア 関沢 智也

中 竜之介 山本 泰輔 三国JSTC

上田 蕾暉 橋本 瑞生 武生スポ少

原 颯汰

金森 悠生

卯木 悠惺

畠中 雄大

久保 響生

山野 凜

藤澤 理央馬

島崎 心温

山本 歩夢 岩槻ジュニア 佐々木 陽向 豊浦

舘田 陸斗 大宮ジュニア 寺門 洸貴 常陸太田スポ少

久田 勢 土肥 薫平

橋本 流 中易 快翔

海老原 寿一 染矢 颯太

柿原 壮来 染矢 永太

前川 悠成 古本 竜吾

金子 凌也 藤澤 蒼璃

神山 大真 小竹 想 あかぼりＪＳＴ

鈴木 柚雅 渡邊 惺矢 甘楽町ジュニア

境 瞬吾 谷内 成実 七尾ジュニア

松本 悠太郎 岩岸 蒼真 バモスはくい

宮下 颯太 鍛田 晄毅

中野 煌介 水野 滉大

斎藤 櫂 榎本 光陽

福岡 祐人 田中 駿翔

男子４年生　ダブルス

2019.3.23（土）

1 T-フォースjr.STL 群馬

4

ＡＪクラブ 愛知 21

3 石川

宝ジュニア2 能登スポ少 石川

富山 23

石川 22

24

河北台キッズ

5 田原市スポ少 愛知

蒲生スポ少 滋賀

7 福井

6 甲賀スポ少 滋賀 犀生ジュニア 石川 26

鶴ヶ島ジュニア 埼玉 25

27潮来スポ少 茨城

福井 28

12

鴻巣パンジー 埼玉

10

下妻砂沼クラブＪｒ 茨城11

9 ふれあいクラブ 富山

8 小松荒屋クラブ 石川

愛知 30

茨城 29

15

加賀ジュニア 石川

水口Jr.クラブ

14 日進ジュニア半田球友クラブ 愛知

13 埼玉

ＭＣＤ 茨城 滋賀 31

輪島ジュニア 石川

群馬 33

18 石川 34

17 大津ジュニア 滋賀

16 富山ＷＩＮＧ射水スポ少 加賀ジュニア 石川 32

福井市JSTC 福井 3519 高崎ＪＴＣ 群馬

内灘ジュニア 石川

20 武生スポ少 福井 ふれあいクラブ 富山 36



築山 和奏 猪野 ちひろ

森澤 遥 永田 在

木村 華奈 土浦ジュニア 鯰田 璃緒

栗俣 麗莉 美浦ジュニア 高野 伶菜

唐澤 優凜亜 箕輪オードリー 小峯 優空

松澤 苺 岡谷ＪＳＴＣ 清水 杏奈

山下 悠月

前田 みわ

岡下 華己

谷内 心希

梶間 心結

萩原 優奈

坂崎 心雪 守谷 胡美

広実 尭子 幅下 苺奈

卜部 瑚凪夢 川端 小波

久田 侑楽 川崎谷 栞

倉部 菜月 大石 梨乃

山下 莉央 町田 彩紗

加納 瑞姫 氷見ジュニア 久留島 加奈

水上 瀬莉奈 ＷＩＮＧ射水スポ少 荒川 佑衣

善田 知愛 宮川 結衣

土肥 結奈 赤坂 里沙子

津久井 夢華 野部 真寿

廣田 和花 飯塚 梨乃

平田 心美 三嶋 紗弥 大垣スポ少

得能 彩世 後藤 美沙希 岐南ジュニア

川淵 恵都 七浦 愛理

堂野 梨月 濵木 心優

坂本 日向 中村 美月

山田 凛子 栗田 優奈

黒田 遥菜 緑川 あい

小山田 桃花 緑川 まい

納屋 ひまり 南 穏來

橋本 彩芽 吉村 きらり

大蔵 真佑季 岡﨑 咲那

三枝 杏朱 杉森 夏帆

外山 遥陽 川場村ジュニア 小泉 百萌 皆野ジュニア

中山 美咲 群馬町ＪＴＣ 荒舩 涼那 秩父ジュニア

安本 彩乃 青山 夏歩

石崎 真彩 上田 りあら

今牛 日菜香 菅沼 美央

大西 彩愛 柴田 優

多賀 千咲 椎名 暖

藤森 柚香 奥野 新波

東山 怜愛 小竹 恵 バモスはくい

釜谷 采良 杉本 怜 能登スポ少

田中 優未 小川ジュニア 伊智地 和奏

松村 那乃葉 桶川 廣瀨 朱里

42

岐阜 34

12

21 埼玉

20 能美ジュニア 石川

大津ジュニア 滋賀

44石川

45

石川

富山 4319

秩父ジュニア 埼玉

内灘ジュニア 石川 39

18 穴水町教室 石川

17 犀生ジュニア 石川

15

埼玉 40

とりやクラブ 石川 41

松川少年少女 長野

9

東松山ジュニア 埼玉 30

8

滑川ジュニア

16 群馬

14

辰野小学生クラブ 長野

水戸スポ少 茨城 37

犀生ジュニア 石川 38

13 茨城

滑川ジュニア 富山

野々市ジュニア

33

犀生ジュニア 石川 25

5

蒲生スポ少 滋賀

春日部ジュニア 埼玉

36

11

穴水町教室 石川

内灘ジュニア 石川

32

10

輪島ジュニア 石川 35

富山

埼玉

31

東松山ジュニア 埼玉

とりやクラブ 石川 26

6

とりやクラブ 石川

前橋ジュニア 群馬 27

4 滋賀

加賀ジュニア 石川 29

箕輪オードリー 長野 28

東松山ジュニア

川場村ジュニア 群馬 下妻ＪＳＴクラブ 茨城

女子５年生　ダブルス

2019.3.23（土）

1 七尾ジュニア 石川

甲賀スポ少 滋賀

ＭＣＤ

守山ジュニア

小松荒屋クラブ 石川

22

3 長野

宝ジュニア 石川 232 茨城

木津ジュニア 富山 24

7



岩本 朔美 山﨑 のどか

奥山 絢菜 高橋 希実

佐々木 恵那 森川 愛瑠

吉野 若奈 山﨑 真凛

洞雞 皆子 田中 咲空

高宮 さくらこ 吉竹 結徠

岡本 里佳 打越 文奈

保木 結衣 干場 真歩

小酒 虹海 榎本 さくら

鍋島 蘭 鍜治本 梨杏

永井 さら 三野 心愛

神谷 波音 中村 優生

古川 いろは 堀内 真心子

大嶋 朋音 宮本 果歩

小林 美月 川場村ジュニア 永田 妃奈望

青木 瑛玲奈 北軽井沢クラブ 志田 愛梨

山本 優佳 住谷 亜優香

松本 みさき 荒木 若菜

竹原 夢彩 山口 陽向

本田 彩 青山 蒼空

廣瀨 彩音 宮崎 由菜

松田 歩乃佳 吉原 美央

堂下 華暖 清都 奏乃

濱本 愛 吉本 愛未

渡辺 夢理 青木 希

徳丸 実莉 嶋村 結依

初古 彩純 野﨑 夕姫

山本 沙羅 稲垣 希未

大門 來美 廣田 彩希

長道 朱里 久田 唯心

榎本 結花 西澤 葵

菊池 芽依 大関 彩夏

柴田 彩生 酒田 楓杏

志賀 朱莉 笠原 望愛

山田 結愛 網野 平莉

網 こはる 東 心咲

可部谷 美怜 原田 いちか 西スポジュニア

島 若菜 山田 愛徠 宝ジュニア

髙松 杏梨 大積 美月

坂本 愛佳 濵田 椛
40

39

18 河北台キッズ 石川

能登スポ少 石川

20 霞ヶ浦クラブ 茨城

19 おやべスポ少 富山 埼玉

17 幸田ジュニア 愛知

16

敦賀スポ少 福井

三国JSTC 福井

36大津ジュニア 滋賀

潮来スポ少 茨城 37

38

北軽井沢クラブ 群馬 33

14 安土ジュニア 滋賀 石川 34とりやクラブ

35

群馬

西上尾第二

能登スポ少15 石川

13

埼玉

12

9 城端スポ少 富山

ＷＩＮＧ射水スポ少 富山 32

石川

31埼玉

30

11 美浦ジュニア 茨城

河北台キッズ10 美川ジュニア 石川

坂戸ジュニア

27

東海ジュニア 愛知 29

8

輪島ジュニア 石川

前橋ジュニア 群馬

26

7 鴻巣パンジー 埼玉 潮来スポ少 茨城

バモスはくい 石川

28

大津ジュニア 滋賀 25

6 安城ジュニア 愛知 宝ジュニア 石川

5 宝ジュニア 石川

3 とりやクラブ 石川 砺波クラブ

とりやクラブ 石川 24

富山 23

4 滋賀安曇川スポ少

2 能登スポ少 石川 小松荒屋クラブ 石川 22

女子４年生　ダブルス

2019.3.23（土）

1 北坂戸ジュニア 埼玉 小川ジュニア 埼玉 21


