
埼玉県テニス協会

　　

区　分 〇印選手 出場決定選手

「補欠」 7/14(水)までに埼玉県出場選手に欠場者が出た場合、繰り上がり出場できる選手。

例：補① 7/15(木)以降、各種目、所属県にかかわらず出場選手に欠場者がでた場合

また、大会当日、欠場者が出た場合、優先順位に従い出場できる選手。

ただし、各種目の大会日程初日に本部でサインインが必要です。

「埼補」 7/14(水)までに埼玉県出場選手に欠場者が出た場合、県内選手で繰り上げ、

例：埼① 出場または関東補欠となる選手です。

欠場者が出た場合、出場または関東補欠に関する連絡は、全て宮﨑が担当します。

＊ 怪我等で出場できなくなった場合は、速やかに下記へご連絡願います。

埼玉県テニス協会　宮﨑若子　 電話　090-6528-6921

参加料 各種目シングルス1名8,900円、ダブルス1組8,900円　（感染防止対策費含）

参加料8,500 円＋ﾜﾝｺｲﾝ制度金100 円+JPIN 運用経費(JTA 分200 円・KTA 分100 円)

※ 大会終了後、ゆうちょ銀行にて関東テニス協会の口座へお支払いください。

※ 尚、大会終了後2 週間以内に支払いが無い場合、ポイントが入らない場合があります。

詳しくは大会要項に案内がありますので確認をお願いします。

宿泊について 各自で直接、各宿舎へお申し込みください。

公欠願い(変更あり） 今年は、必要な選手には埼玉県テニス協会より発送されます。

「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、

８４円切手を貼った返信用封筒を入れ、埼玉県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

受付日時 7月18日(日)～7月20(火) 　★詳しくは関東テニス協会HPで確認してください。

受付場所 関東ジュニア選手権大会会場大会本部内「全日本ジュニア申込受付」

(アポロコーストテニスクラブ大会本部)

＊ 申し込みは上記指定の期間に限り、指定の場所のみ直接受付ます。

関東ジュニア選手権大会が始まる前に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必要事項を記入の上、大会会場へ持参してください。

＊ 記入漏れ、保護者押印忘れのないようご注意ください。

＊ ダブルスは各自提出してください(一組二枚になります)

＊ 申込書の下欄の協会は関東テニス協会になります。

＊ 用紙は関東ジュニア大会会場では準備しておりません。

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

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

要項・申込書

令和3年6月24日

「第95回関東ジュニアテニス選手権大会」

＜お知らせ＞

　　標記大会の選手選考会が、6月21日(月) 関東テニス協会において開催されました。別紙のとおり埼玉県出場

　選手が決定しましたのでお知らせします。尚、ドローは 6月30日(水)以降に関東テニス協会HPに発表されます。



2021.6.23

出場枠 13　

〇 3419757 小泉 煕毅 Team Satellite さくら野火止 3419105 高山 秀汰 浦和学院高校

〇 3419934 時岡 宏斗 TENNIS SUNRISE 朝霞 3419308 矢崎 斗弥 浦和学院高校

〇 3419561 栗原 颯友 秀明英光高校 3419934 時岡 宏斗 TENNIS SUNRISE 朝霞

〇 3420856 丸谷 圭介 Smile Tennis College 3419555 吉田 康浩 TENNIS SUNRISE 朝霞

〇 3418717 清水 勇至 浦和学院高校 3422638 須田 悠仁 浦和麗明高校

〇 3419308 矢崎 斗弥 浦和学院高校 3419757 小泉 煕毅 Team Satellite さくら野火止

〇 3419105 高山 秀汰 浦和学院高校 3420604 山田 倫太朗 浦和学院高校

〇 3420604 山田 倫太朗 浦和学院高校 3418717 清水 勇至 浦和学院高校

〇 3422638 須田 悠仁 浦和麗明高校 3420856 丸谷 圭介 Smile Tennis College

〇 3422691 山本 律 浦和学院高校 3421215 瀬尾 涼斗 Smile Tennis College

〇 3419057 平沢 晃一 TENNIS SUNRISE 朝霞

〇 3421261 冨田 頼 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3419135 高橋 康晟 浦和学院高校

埼① 3419034 矢﨑 英資 川越東高校

埼② 3420349 鮫島 悠志 川越東高校

出場枠 7  補欠①③　 出場枠 4 

〇 3461899 須藤 さくら Team Satellite あたご 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 3460685 星野 桃花 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3461036 小島 彩那 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3460558 高村 英果 Team Satellite さくら野火止

〇 3460920 窪田 恵菜 山村学園高校 3461036 小島 彩那 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

〇 3460399 横田 真央 ZERO 3460923 石丸 愛海香 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3461677 丹下 愛菜 浦和麗明高校 3460745 角田 智 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3460783 風間 菜花 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3460783 風間 菜花 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

補① 3460900 鈴木 千尋 浦和学院高校 3460920 窪田 恵菜 山村学園高校

補③ 3460788 橋本 沙耶 H.Y.S 3462029 松尾 美空 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

3461946 深見 南月 浦和麗明高校

出場枠 8  出場枠 3　

〇 3420308 宮川 侑士 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3420608 増田 真吾 TENNIS SUNRISE 朝霞

〇 3422842 宮武 魁 浦和学院高校 3130698 茂木 一希 早稲田実業学校高等部

〇 3420608 増田真吾 TENNIS SUNRISE 朝霞 3804345 石橋 万佐希 足利大学附属高校

〇 3420940 笹本 龍哉 ALWAYS TENNIS SCHOOL 3804344 金田 悠来 足利大学附属高校

〇 3130698 茂木 一希 早稲田実業学校高等部 3420050 齋藤 真輝 川越東高校

〇 3804345 石橋 万佐希 足利大学附属高校 3420308 宮川 侑士 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3421552 池本 叶羽 浦和学院高校 3421552 池本 叶羽 浦和学院高校

〇 3420870 藤崎 幹大 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 3804340 山田 竜也 足利大学附属高校

埼① 3420937 粕谷 太洋 浦和高校

埼② 3422701 角田 虎太朗 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

出場枠 7　 出場枠 5　補欠 ②

〇 3461211 辻岡 史帆 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3461211 辻岡 史帆 SYT月見野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ

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

〇 3461353 伊東 磨希 TENNIS SUNRISE 朝霞 3460949 松田 光 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3460876 小川 知紗 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3461353 伊東 磨希 TENNIS SUNRISE 朝霞

〇 3461044 吉田 琴音 Fﾃﾆｽ 3461111 朝倉 優奈 TENNIS SUNRISE 朝霞

〇 3461206 瓜生 莉央 Team Satellite さくら野火止 3461043 小野 美空 ZERO

埼① 3461244 鈴木 瑠莉 浦和学院高校 3461054 丸山 千文 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

埼② 3461111 朝倉 優奈 TENNIS SUNRISE 朝霞 3461256 稲葉 陽菜 H.Y.S

3461206 瓜生 莉央 Team Satellite さくら野火止

3461244 鈴木 瑠莉 浦和学院高校

3461308 田中 舞璃花 浦和学院高校

〇

    2021年 関東ジュニアテニス選手権大会 　出場決定者リスト

18歳以下男子シングルス　　　 18歳以下男子ダブルス　　　出場枠 4 補②

〇

〇

〇

補②

18歳以下女子シングルス　　　 18歳以下女子ダブルス　　　

〇

〇

〇

〇

埼補

〇

16歳以下男子シングルス　　　 16歳以下男子ダブルス　　　

〇

〇

〇

埼補

16歳以下女子シングルス　　　 16歳以下女子ダブルス　　　

〇

〇

〇

〇

補②



2021.6.23

出場枠 11 補③ 出場枠 5

〇 3420649 畑 泰成 Smile Tennis College 3420966 内田 弘心 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3422645 田畑 遼 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3420649 畑 泰成 Smile Tennis College

〇 3421032 吉田 琳 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3421143 佐藤 怜 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

〇 3420966 内田 弘心 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3422645 田畑 遼 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3420916 加羽澤 龍之介 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3421566 吉田 圭太 Fﾃﾆｽ

〇 3421143 佐藤 怜 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 3420956  田谷 陸仁 Team Satellite あたご

〇 3421376 篠崎 勇仁 TENNIS SUNRISE 朝霞 3420913 渡部 寛大 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3421834 川岸 龍太 Fﾃﾆｽ 3421029 永井 蒼大 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3420499 及川 朝生 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3421376 篠崎 勇仁 TENNIS SUNRISE 朝霞

〇 3422336 根本 隆聖 ALWAYS TENNIS SCHOOL 3420891 木下 裕晴 TENNIS SUNRISE 朝霞

〇 3421566 吉田 圭太 Fﾃﾆｽ 3422700 ユリツァ 志門 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

補③.埼① 3421022 野口 諒人 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 3421724 羽生田 琉碧 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

埼② 3130723 峯岸 栞大 A＆Aﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

出場枠 11 補① 出場枠 6　補③

〇 3461251 園部 八奏 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461251 園部 八奏 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3461246 市岡 梓奈 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3461420 弓削田 きらら 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3461280 前田 樹花 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461458 松岡 杏樹 ALWAYS TENNIS SCHOOL

〇 3461552 沢代 榎音 H.Y.S 3461336 高橋 杏奈 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3461330 大滝 莉央 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3461903 平山 香純 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3461336 高橋 杏奈 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3461522 池羽 真菜 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

〇 3461490 渡辺 光来 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢 3461330 大滝 莉央 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3461903 平山 香純 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3461246 市岡 梓奈 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

〇 3461420 弓削田 きらら 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 3461507 山田 凪紗 ｿﾐｭｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3461507 山田 凪紗 ｿﾐｭｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3461289 石澤 穂乃花 Fﾃﾆｽ 3461280 前田 樹花 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

補①.埼① 3461663 三上 咲季 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461281 吉岡 里菜 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

埼② 3461281 吉岡 里菜 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461649 大越 理紗 H.Y.S

3461658 川島 瑠莉 H.Y.S

出場枠 8 補④   出場枠 4　補欠②

〇 3421855 奈良 恒輝 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3421692 荻原 真司 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3421517 桑原 颯志 ALWAYS TENNIS SCHOOL 3421927 白川 径 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3422693 泉 大夢 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3421932 中田 琉生 Smile Tennis College

〇 3421870 河村 柚希 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3422693 泉 大夢 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3421692 荻原 真司 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3421534 三浦 寛大 Team Satellite さくら野火止

〇 3421880 永田 圭 Fﾃﾆｽ 3422029 江口 恵叶 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

〇 3421932 中田 琉生 Smile Tennis College 3421855 奈良 恒輝 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

〇 3421972 田中 慶 Fﾃﾆｽ 3421517 桑原 颯志 ALWAYS TENNIS SCHOOL

補④.埼① 3421927 白川 径 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3421880 永田 圭 Fﾃﾆｽ

埼② 3422430 飯塚 晴喜 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3421972 田中 慶 Fﾃﾆｽ

出場枠7　 出場枠 3 補④

〇 3461704 石井 心菜 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3461704 石井 心菜 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

〇 3461780 島村 桜良 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3461812 冨澤 らん ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

〇 3461695 三枝 夏子 TENNIS SUNRISE 朝霞 3461780 島村 桜良 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

〇 3461526 亀岡 みらい H.Y.S 3461695 三枝 夏子 TENNIS SUNRISE 朝霞

〇 3461800 羽生田 杏 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3461706 山田 明璃 ｿﾐｭｰﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

〇 3461665 大川 なつき Fﾃﾆｽ 3461621 前田 愛佳 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 3461798 園田 美月 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3166890 福田 結花 A＆Aﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

埼① 3461812 冨澤 らん ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3461797 岡部 桃華 Team Satellite さくら野火止

埼② 3461621 前田 愛佳 大熊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇

    2021年 関東ジュニアテニス選手権大会 　出場決定者リスト

14歳以下男子シングルス　　　 14歳以下男子ダブルス　　　  

〇

〇

〇

〇

〇

埼補

14歳以下女子シングルス　　　 14歳以下女子ダブルス　　　

〇

〇

〇

〇

〇

12歳以下男子シングルス　　　 12歳以下男子ダブルス　　　

12歳以下女子シングルス　　　 12歳以下女子ダブルス　　　　

〇

〇

〇

補③

補②

補④

〇

〇

〇

〇


