
　　標記大会の選手選考会が6月17日(月) 関東テニス協会において開催され、別紙のとおり埼玉県出場選手が

決定いたしました。下記事項を確認してください。

区 分

〇印選手：出場決定選手

「補欠」 7/10(水)までに埼玉県選手に欠場があった場合には繰り上げ

7/11(木)以降種目ごとに欠場があった場合所属県にかかわらず

また、大会当日、欠場者が出た場合は優先順に出場ができる選手

ただし、各種目の大会日程初日に本部に出席を届けないとその権利は発生しません。

「埼補」 埼玉県内の補欠で、7月10日(水)までに埼玉県出場選手で欠場者が出た場合は

埼玉県内で選手変更をして、出場または関東補欠となる選手です。

欠場者が出て出場または関東補欠となる場合は宮﨑より連絡します。

＊ ドローは 6月26日(水)以降に関東テニス協会HPに発表されます。

＊ 怪我等で出場ができなくなった場合は、直ちに埼玉県テニス協会　宮﨑若子迄

電話(090-6528-6921)してください。

参 加 料

出場が決定した選手は、参加料をゆうちょ銀行にて、郵便局備え付けの振込取扱票(ブルー)で払い

込みをしてください。

①　参加費用 各種目シングルス1名8,400円、ダブルス1組8,400円

②　送金先 口座番号　00100-0-707000　

加入者名　埼玉県テニス協会

通信欄 出場種目・選手名

③　振込締切日 令和 1年7月1日(月) 厳守

④　振込取扱票にて入金確認を行いますので、通信欄には、必ず出場種目・選手名を明記してください。

　　複数の払い込みは可能ですが、全選手名が記入できないときは内訳を埼玉県テニス協会にFAXして

　　ください。送金控えは必ず保管してください。 FAX　048-778-1214

⑤　補欠選手は入金の必要はありません。出場決定後、お支払いください。

令和1年6月28日

埼玉県テニス協会

「第93回関東ジュニアテニス選手権大会」

＜お知らせ＞



宿泊について

各自で直接、各宿舎へお申し込みください。関東テニス協会のホームページに案内が掲載されています。

公欠願いについて

必要な選手は関東テニス協会へ依頼してください。関東テニス協会が郵送します。

「公欠届け用紙送付願い」と記載し、出場種目・ドロー番号・氏名・所属を明記の上、

＊ 切手を貼った返信用封筒を入れ、関東テニス協会へ郵送してください。

全日本ジュニア申込について

申込方法については、関東テニス協会ホームページに発表されます。案内に従ってお申し

込みください。

ドーピング同意書の提出について

2015年1月1日より、全世界、全競技の規定である世界アンチ・ドーピング規定が改定

されたことを受け、「全日本ジュニアテニス選手権」において、大会出場前に同意書を

提出してください。

用紙はJTAホームページまたは関東テニス協会ホームページよりダウンロードしてください。

進学相談

進学相談ブースを開設します。

参加大学は未定

関東ジュニア選手権に出場していない選手も相談可

「テニスPlay＆Stay」について

関東ジュニアの試合会場で関東テニス協会主催「テニスPlay＆Stay」が開催されます。

詳細・申込書は関東テニス協会ホームページに掲載いたします。 

問い合わせ先

埼玉県テニス協会　048-778-1213 (月、水、金　10:00～16:00)



〇 3420054 茂木一希 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3420608 増田真吾 TENNIS SUNRISE 朝霞

〇 3420487 金田悠来 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3421110 大和大河 TENNIS SUNRISE 朝霞

〇 3419924 石橋万佐希 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 3419924 石橋万佐希 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢

〇 3419990 仁科颯太 S.I.T.A 3420487 金田悠来 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3420608 増田真吾 TENNIS SUNRISE 朝霞 3421372 上方拓真 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3420937 粕谷太洋 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 3420209 山口達人 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

補① 3420308 宮川侑士 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3420375 田村隼乙 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

埼補 3421110 大和大河 TENNIS SUNRISE 朝霞 3420027 野口礼斗 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

14歳以下女子シングルス　　　出場枠 7　

〇 3460876 小川知紗 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3460949 松田光 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3461054 丸山千文 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461206 瓜生莉央 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3461206 瓜生莉央 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3460876 小川知紗 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

〇 3461043 小野美空 ETC 3461043 小野美空 ETC

〇 3460949 松田光 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3461054 丸山千文 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3461353 伊東磨希 TENNIS SUNRISE 朝霞 3461308 田中舞璃花 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3461111 朝倉優奈 TENNIS SUNRISE 朝霞 3461353 伊東磨希 TENNIS SUNRISE 朝霞

埼補 3461503 近藤彩菜 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 3461111 朝倉優奈 TENNIS SUNRISE 朝霞

12歳以下男子シングルス　　　出場枠 9   

〇 3420649 畑泰成 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3420966 内田弘心 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

〇 3420966 内田弘心 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3420649 畑泰成 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

〇 3420442 山本翔太郎 Fﾃﾆｽ 3420968 大砂駿 S.I.T.A 

〇 3421143 佐藤怜  ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 3421081 田沼蒼空 S.I.T.A 

〇 3421032 吉田琳 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3421566 吉田圭太 Fﾃﾆｽ 

〇 3420916 加羽澤龍之介  上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3420956 田谷陸仁 Fﾃﾆｽ 

〇 3420891 木下裕晴 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3421442 江原叶碧 吉見ｼﾞｭﾆｱTC 

〇 3420953 三田悠里  ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3421553 翠簾野慎吾 坂戸ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

〇 3421467 峯岸栞大 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3420953 三田悠里  ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

埼補 3420499 及川朝生 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3420644 矢野優考 TC大井ﾌｧﾐﾘｰ

12歳以下女子シングルス　　　出場枠11　

〇 3461211 辻岡史帆 SYT 月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3461065 梅國莉音子 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3461065 梅國莉音子 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461211 辻岡史帆 ＳＹＴ月見野ＴＳ

〇 3461280 前田樹花 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3461330 大滝莉央 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

〇 3461251 園部八奏 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461336 高橋杏奈 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3461281 吉岡里菜 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461281 吉岡里菜 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

〇 3461458 松岡杏樹 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461458 松岡杏樹 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3461246 市岡梓奈  ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3461246 市岡梓奈  ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 

〇 3461456 大河原彩  与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461490 渡辺光来  ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 

〇 3461420 弓削田きらら 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461507 山田凪紗 ｿﾐｭｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

〇 3461552 沢代榎音 H.Y.S 3461522 池羽真菜 Novice Tennis Team 

〇 3461490 渡辺光来  ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 

埼補 3461634 渡部杏彩 三芳ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

埼補

〇

〇

〇

〇
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〇 3417895 間仲啓 秀明英光高校 3416738 横田大夢 ETC

〇 3416738 横田大夢 ETC 3419316 村上直樹 ALWAYS TENNIS SCHOOL

〇 3417459 松下龍馬 秀明英光高校 3420661 守谷岳 浦和学院高校

〇 3420661 守谷岳 浦和学院高校 3421559 真庭稔 浦和学院高校

〇 3419566 小高拓海 埼玉平成高校 3421769 加藤木塁 埼玉平成高校

〇 3421395 甲賀翼 浦和麗明高校 3417895 間仲啓 秀明英光高校

〇 3420610 佐藤瑛輝 TENNIS SUNRISE 朝霞 3419566 小高拓海 埼玉平成高校

〇 3421769 加藤木塁 埼玉平成高校 3418025 望月海琴 埼玉平成高校

〇 3419316 村上直樹 ALWAYS TENNIS SCHOOL 3417973 横山蒼馬 秀明英光高校

〇 3417997 石橋琉 川越東高校 3417997 石橋琉 川越東高校

〇 3418025 望月海琴 埼玉平成高校 3421395 甲賀翼 浦和麗明高校

〇 3417973 横山蒼馬 秀明英光高校 3418554 若尾颯馬 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3418572 石関皓 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢

〇 3421559 真庭稔 浦和学院高校

補③ 3417970 市川豪 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

18歳以下女子シングルス　　　出場枠 8  補欠④　 18歳以下女子ダブルス　　　出場枠 3 補③

〇 3460907 浮田愛未 秀明英光高校 3460907 浮田愛未 秀明英光高校

〇 3460481 重田夢亜 秀明英光高校 3460905 蝦名莉子 秀明英光高校

〇 3460155 伊藤汐里 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3461685 西村瑠生 浦和学院高校

〇 3460739 北村千咲 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3460201 高西咲里 浦和学院高校

〇 3460381 星野遥香 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3459998 五十嵐日和 浦和学院高校

〇 3460000 加藤英佳 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3460381 星野遥香 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3460201 高西咲里 浦和学院高校 3460560 奥脇愛莉 秀明英光高校

〇 3460560 奥脇愛莉 秀明英光高校 3460450 稲原詩音 秀明英光高校

補④ 3460601 池羽沙藍 浦和麗明高校

埼補 3460257 龍前七彩 浦和学院高校

16歳以下男子シングルス　　　出場枠 14  16歳以下男子ダブルス　　　出場枠 4　補②

〇 3419757 小泉煕毅 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3419555 吉田康浩 TENNIS SUNRISE 朝霞

〇 3418717 清水勇至 浦和学院高校 3419934 時岡宏斗 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

〇 3419308 矢崎斗弥 浦和学院高校 3419088 平川朝陽 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3130031 杉本耕基 早稲田実業学校 3418717 清水勇至 浦和学院高校

〇 3420604 山田倫太朗 浦和学院高校 3419757 小泉煕毅 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3419934 時岡宏斗 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3420604 山田倫太朗 浦和学院高校

〇 3419555 吉田康浩 TENNIS SUNRISE 朝霞 3421988 田中遼 浦和学院高校

〇 3421989 角田優太 川越東高校 3419927 竹内来維 浦和学院高校

〇 3419088 平川朝陽 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3419034 矢崎英資 川越東高校

〇 3419105 高山秀汰 浦和学院高校 3419135 髙橋康晟 浦和学院高校

〇 3419057 平沢晃一 TENNIS SUNRISE 朝霞

〇 3420550 佐久間陽登 TENNIS SUNRISE 朝霞

〇 3419561 栗原颯友 秀明英光高校

〇 3420055 池田凌成 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 16歳以下女子ダブルス　　　出場枠 5　補欠 ③

埼補① 3419482 京谷仁 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461165 鈴木梨子 浦和学院高校

埼補② 3419602 加地弘明 川越東高校 3460783 風間菜花 浦和学院高校

3460685 星野桃花 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

16歳以下女子シングルス　　　出場枠 9　 3460900 鈴木千尋 浦和学院高校

〇 3460685 星野桃花 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3460764 伊藤菖 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3460783 風間菜花 浦和学院高校 3460794 小塚しおり ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3460569 奥脇莉音 F ﾃﾆｽ 3460551 上伊倉理子 浦和麗明高校

〇 3460399 横田真央 ETC 3460745 角田智 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3460822 内田結菜 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3460569 奥脇莉音 F ﾃﾆｽ

〇 3461165 鈴木梨子 浦和学院高校 3460788 橋本沙耶 H.Y.S

〇 3461036 小島彩那 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3460923 石丸愛海香 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3460551 上伊倉理子 浦和麗明高校 3460916 飯塚萌々子 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3460745 角田智 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3460778 井坂理乃 ETC

埼補 3460900 鈴木千尋 浦和学院高校 3460399 横田真央 ETC
埼補

補③

18歳以下男子シングルス　　　出場枠 14　補③

〇

〇

〇

18歳以下男子ダブルス　　　出場枠 6
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