
全国選抜ジュニアテニス選手権 関東予選大会　埼玉県出場者一覧

　3月15日(月）関東協会選考会議が実施され、下記の表の〇印の選手が関東予選大会に出場することに

決定しましたので報告いたします。

埼補① 県出場選手に欠場者が出た場合、埼玉県内選手で変更できる順番です。

埼玉県内での変更期限は3月30日（火）となっています。

補① 大会当日、種目の全選手の中で欠場者が出た場合、補充される優先順位。

ただし、各種目の大会日程初日に本部でサインをしないとその権利は発生しません。

＊ドローと大会注意事項は関東テニス協会ホームページで確認してください。（3月17日発表予定）

＊学校長への公欠願いは、返信用封筒(切手を貼り)を同封し関東テニス協会へ請求してください。

＊出場を辞退するときは早急に連絡をお願いします。　　連絡先：宮﨑若子 090-6528-6921

№ KTANo JPINNo 氏 名 所属団体名 № KTANo JPINNo 氏 名 所属団体名

〇 3421032 M130331 吉田 琳 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 〇 3461211 F130257 辻岡 史帆 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ

〇 3420649 M130455 畑 泰成 Smile Tennis College 〇 3461251 F130384 園部 八奏 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3420916 M130247 加羽澤 龍之介 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 〇 3461246 F130446 市岡 梓奈 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

〇 3420966 M130272 内田 弘心 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 〇 3461065 F130500 梅國 莉音子 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3422645 M78437 田畑 遼 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 〇 3461281 F130330 吉岡 里菜 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3421143 M130782 佐藤  怜 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 〇 3461336 F130369 高橋 杏奈 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3421467 M130755 峯岸 栞大 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 〇 3461458 F130807 松岡 杏樹 ALWAYS TENNIS SCHOOL

〇 3420499 M134525 及川 朝生 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 〇 3461420 F130859 弓削田 きらら 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3421376 M130216 篠崎 勇仁 TENNIS SUNRISE朝霞 〇 3461280 F130336 前田 樹花 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3421566 M130388 吉田 圭太 Fﾃﾆｽ 〇 3461552 F130213 沢代 榎音 H.Y.S

補②埼補① 3420891 M130442 木下 裕晴 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 〇 3461663 F147652 三上  咲季 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

補③埼補② 3420999 M130743 高野 萱人 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 補②埼補① 3461903 F130210 平山 香純 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

埼補③ 3420968 M130366 大砂 駿 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 埼補② 3461330 F130638 大滝 莉央 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

埼補③ 3461456 F130479 大河原 彩 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

№ KTANo JPINNo 氏 名 所属団体名 № KTANo JPINNo 氏 名 所属団体名

〇 3421855 M143473 奈良  恒輝 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 〇 3461704 F690856 石井 心菜 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

〇 3421927 M150387 白川  径 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 〇 3461780 F147740 島村 桜良 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

〇 3421692 M130316 荻原 真司 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 〇 3461695 F143470 三枝 夏子 TENNIS SUNRISE朝霞

〇 3422693 M131432 泉 大夢 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 〇 3461706 F150374 山田 明璃 ｿﾐｭｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3421880 M130763 永田 圭 Fﾃﾆｽ 〇 3461621 F130623 前田 愛佳 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3421517 M130692 桑原 颯志 ALWAYS TENNIS SCHOOL 〇 3461798 F143472 園田 美月 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3422430 M691000 飯塚 晴喜 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 〇 3461800 F147647 羽生田 杏 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

〇 3422390 M155074 柳澤 隆登 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 埼補① 3461797 F147063 岡部 桃華 さくら野火止ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

補④埼補① 3421932 M130771 中田 琉生 Smile Tennis College 埼補② 3461824 F155575 佐藤 さくら Smile Tennis College

埼補② 3422029 M155511 江口 恵叶 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 埼補③ 3461812 F154648 冨澤 らん ｸﾞﾘｰﾝ ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

埼補③ 3421972 M131188 田中 慶 Fﾃﾆｽ

令和3年3月17日

埼玉県テニス協会

１４歳以下男子 １４歳以下女子

２０２１年　DUNLOP　CUP

該当選手　各位

１２歳以下男子 １２歳以下女子


