
該当選手各位

3月16日 (月）関東大会の選考会議が実施され、下記の表の◎・○印の選手の大会出場が決定しました。
◎は都県配分枠選出、○は都県定数枠選出、埼補①②③の印は、県定数枠の選手が辞退した際、補充される順番です。
3月29日(火）17:00までに県定数枠選手に辞退者が出た場合に出場できます。

＊ 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
＊ 学校⻑宛公⽋願を希望する選手は、埼玉県テニス協会へ、住所を記⼊した返信⽤封筒に切手を貼り、郵送してください。
＊ ドローは関東テニス協会HPオフィシャルサイトをご覧ください。出場選手は、必ず、大会注意事項を確認してください。
☆ 支払方法はペーパーレス決済です。期限は、ドロー発表日より１週間以内、期限厳守でお願いします。
☆ 練習⽤コート案内 高崎会場は関東オフィシャルサイトの大会注意事項に記載あり。白⼦会場は各自の手配になります。
☆ 全国大会の申込はネットエントリーです。アカウントが必須、JTAジュニア登録番号⼊⼒漏れがないようご注意ください。

登録番号 JPIN番号 氏名 所属団体 登録番号 JPIN番号 氏名 所属団体

◎ M130356 3421834 川岸 龍太 Fﾃﾆｽ ◎ F130446 3461246 市岡 梓奈 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

◎ M147646 3421724 ⽻⽣⽥ 琉碧 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ ◎ F690856 3461704 石井 心菜 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

◎ M143473 3421855 奈良 恒輝 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ ◎ F130213 3461552 沢代 榎音 H.Y.S

◎ M130814 3421943 石⽥ 悠人 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀ- ◎ F130638 3461330 大滝 莉央 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

◎ M132309 3422700 ユリツァ 志門 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ◎ F147740 3461780 島村 桜良 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

◎ M130780 3421442 江原 叶碧 吉⾒ｼﾞｭﾆｱTC ◎ F147062 3461781 日下部 光優 SYT月⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ

◎ M150387 3421927 白川 径 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ◎ F147652 3461663 三上 咲季 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

◎ M141749 3421993 五⼗嵐 直隆 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ ◎ F130659 3461289 石澤 穂乃花 Fﾃﾆｽ

〇 M130639 3421029 永井 蒼大 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ◎ F143470 3461695 三枝 夏⼦ TENNIS SUNRISE 朝霞

〇 M130474 3421427 ⻄嶋 凜央翔 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 〇 F130922 3461327 本⽥ 莉々香 H.Y.S

〇 M78437 3422645 ⽥畑 遼 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 〇 F153766 3461818 橋本 結衣 Team Satellite さくら野火止

埼補1 M154564 3422330 鈴⽊ 龍之介 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 〇 F130294 3461640 塚本 彩日 SYT月⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ

埼補2 M130260 3421062 大谷 侑己 ⼾⽥市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 埼補1 F130530 3461649 大越 理紗 H.Y.S

埼補3 M130536 3421849 中島 ⾠喜 SYT月⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 埼補2 F130924 3461675 折原 若奈 Smile Tennis College

埼補3 F130722 3461658 川島 瑠莉 H.Y.S

登録番号 JPIN番号 氏名 所属団体 登録番号 JPIN番号 氏名 所属団体

◎ M147773 3422324 山崎 あさひ ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ ◎ F147647 3461800 ⽻⽣⽥ 杏 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

◎ M133159 3422264 島⽥ 莉玖 Fﾃﾆｽ ◎ F691387 3461944 中村 涼乃 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

〇 M155549 3422151 甲斐 瑞希 Fﾃﾆｽ ◎ F692059 3461908 梅澤 菜々美 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

〇 M701492 3422973 ⿊澤 翔太 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ◎ F690948 3461909 遠藤 結花 SYT月⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ

〇 M701079 3422767 露⽊ 優⾺ ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ ◎ F130835 3461665 大川 なつき Fﾃﾆｽ

埼補1 M690878 3422291 ⽊村 貫路 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 〇 F130834 3461643 地⽥ 侑珠 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

埼補2 M691558 3422432 須藤 孝侑 Fﾃﾆｽ 〇 F691123 3461844 髙橋 彩音 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

埼補3 M701324 3422350 新野 空 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 〇 F690844 3461907 宮 祐月 Fﾃﾆｽ

埼補1 F138398 3461984 ⿅島 茉桜 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

埼補2 F693706 3461950 加藤 光希 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢

埼補3 F701078 3461937 園延 実桃 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

１２歳以下男⼦ １２歳以下⼥⼦
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１４歳以下男⼦ １４歳以下⼥⼦
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