
6月20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。

◎は県配分枠選出、○は県定数枠選出、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。

7月13日(水）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。

補1は、配分枠選考の都県全選手の中で欠場者が出た場合、補充される優先順位です。また、大会初日、全選手

の中で欠場者が出た場合に補充されます。大会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。

《注意事項》

★ 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

★ 学校⻑への公欠願いは、返信⽤封筒(切手を貼り住所を記⼊)を同封し、埼玉県テニス協会へ請求してください。

★ 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。

★ 7/14(木)発表OPと練習用コート案内は、関東オフィシャルサイトで確認してください。

★ 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や不備がないよう

ご注意ください。

★ 問合せ先 埼玉県テニス協会 メールアドレス

担当　　宮﨑 090－6528－6928

令和4年6月30日

埼玉県テニス協会

「第96回関東ジュニアテニス選手権⼤会」

junior@sta-tennis.org

選考結果について

該当選手各位



2022.6.30

18歳以下男子ダブルス　　
◎ 3422691 ⼭本律 浦和学院高校 3420856 丸谷圭介 Smile Tennis College
◎ 3422908 松村康太郎 TENNIS SUNRISE 朝霞 3420080 ⻄嶋優太朗 浦和麗明高校
◎ 3420856 丸谷圭介 Smile Tennis College 3422691 ⼭本律 浦和学院高校
◎ 3420649 畑泰成 Smile Tennis College 3421552 池本叶羽 浦和学院高校
◎ 3421215 瀬尾涼斗 Smile Tennis College 3422908 松村康太郎 TENNIS SUNRISE 朝霞
◎ 3421261 冨田頼 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3422909 仁島清嘉 TENNIS SUNRISE 朝霞
〇 3422909 仁島清嘉 TENNIS SUNRISE 朝霞 3419075 石井尭乃進 浦和学院高校
〇 3421552 池本叶羽 浦和学院高校 3420027 野口礼斗 浦和学院高校
〇 3420950 桑原勘太 ALWAYS TENNIS SCHOOL 

埼補① 3419075 石井尭乃進 浦和学院高校

18歳以下⼥子ダブルス　　　
◎ 3461211 辻岡史帆 SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3460876 小川知紗 浦和麗明高校
◎ 3460949 松田光 石井真テニスアカデミー 3460949 松田光 石井真ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
◎ 3460920 窪田恵菜 ⼭村学園高校 3460819 中村真桜 秀明英光高校
◎ 3460955 増川日和 グリーンテニスプラザ 3460934 鈴⽊ひな乃 浦和学院高校
〇 3460399 横田真央 ZERO 3460399 横田真央 ZERO
〇 3461065 梅國莉音子 SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3460920 窪田恵菜 ⼭村学園高校
〇 3460819 中村真桜 秀明英光高校 3461211 辻岡史帆 SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ

補3/埼補① 3460876 小川知紗 浦和麗明高校 3461065 梅國　莉音子 SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ
3460794 小塚しおり ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
3460955 増川日和 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

16歳以下男子ダブルス　　　
◎ 3420308 宮川侑士 浦和麗明高校 3421376 篠崎勇仁 TENNIS SUNRISE 朝霞
◎ 3804390 笹本龍哉 ⾜利⼤学附属高校 3423005 峯岸栞⼤ TENNIS SUNRISE 朝霞
◎ 3420966 内田　弘心 浦和麗明高校 3420862 上⼭湊平 TENNIS SUNRISE 朝霞
◎ 3420447 猪俣有 浦和麗明高校 3420863 上⼭峻平 TENNIS SUNRISE 朝霞
◎ 3421032 吉田琳 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3804390 笹本龍哉 ⾜利⼤学附属高校
◎ 3421143 佐藤怜 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 3420966 内田弘心 浦和麗明高校
◎ 3420870 藤崎幹⼤ ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 3420308 宮川侑士 浦和麗明高校
◎ 3420863 上⼭峻平 TENNIS SUNRISE 朝霞 3420447 猪俣有 浦和麗明高校
〇 3421376 篠崎勇仁 TENNIS SUNRISE 朝霞 3420433 星野漣太 浦和学院高校
〇 3420499 及川朝生 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3131061 泉浩⼤ 早稲田実業学校高等部
〇 3422336 根本隆聖 ALWAYS TENNIS SCHOOL 3420473 会田湧紀 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

埼補① 3420956 田谷陸仁 川越東高校 3420999 高野萱人 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
埼補② 3421566 吉田圭太 川越東高校 3421032 吉田琳 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

3420499 及川朝生 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

16歳以下⼥子ダブルス　　　
◎ 3167063 伊東磨希 早稲田実業学校高等部 3461111 朝倉優奈 TENNIS SUNRISE 朝霞
◎ 3461111 朝倉優奈 TENNIS SUNRISE 朝霞 3167063 伊東磨希 早稲田実業学校高等部
◎ 3461280 前田樹花 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3167060 渡辺ほなみ 日本⼤学鶴ヶ丘高校
◎ 3167060 渡辺ほなみ 日本⼤学鶴ヶ丘高校 3461654 渡辺ほのみ H.Y.S
〇 3461420 弓削田きらら 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461256 稲葉陽菜 H.Y.S
〇 3461654 渡辺ほのみ H.Y.S 3461206 瓜生莉央 浦和麗明高校
〇 3461408 瀬尾朱⾥ Smile Tennis College 3461281 吉岡⾥菜 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

埼補① 3461281 吉岡⾥菜 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461280 前田樹花 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
埼補② 3461941 内藤未依 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 補1 3461458 松岡杏樹 ALWAYS TENNIS SCHOOL

埼補① 3461522 池羽真菜 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀｰ
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出場枠 9(配分6+県定数3)18歳以下男子シングルス　　　 出場枠 3(配分1+県定数2)

〇

◎

◎

〇

〇

◎

〇

〇

出場枠 5(配分3+県定数2)

18歳以下⼥子シングルス　　　

16歳以下男子シングルス　　　

16歳以下⼥子シングルス　　　

〇

埼補①

〇
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出場枠 11(配分8+県定数3)

◎
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14歳以下男子シングルス　　　 14歳以下男子ダブルス　　　  
◎ 3421834 川岸龍太 Fﾃﾆｽ 3422700 ユリツァ志門 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
◎ 3421855 奈良恒輝 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3421724 ⽻⽣⽥琉碧 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ
◎ 3420913 渡部寛大 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3421029 永井蒼大 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
◎ 3421517 桑原颯志 ALWAYS TENNIS SCHOOL 3420913 渡部寛大 ひばりヶ丘新豊ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
◎ 3421943 石⽥悠人 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀ- 3421442 江原叶碧 吉⾒ｼﾞｭﾆｱTC
◎ 3422693 泉大夢 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3421834 川岸龍太 Fﾃﾆｽ
◎ 3421724 ⽻⽣⽥琉碧 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3421880 永⽥圭 Fﾃﾆｽ
◎ 3421927 白川径 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3421972 ⽥中慶 Fﾃﾆｽ
〇 3422700 ユリツァ志門 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3421943 石⽥悠人 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀ-
〇 3421029 永井蒼大 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3422330 鈴⽊龍之介 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀ-
〇 3421946 遠藤 礼 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 補1 3421692 荻原真司 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

埼補① 3421692 荻原真司 上尾ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 埼補① 3421927 白川径 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
補2/埼補② 3421442 江原叶碧 吉⾒ｼﾞｭﾆｱTC 3421488 関根悠大 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
補4/埼補③ 3421849 中島⾠喜 SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3421062 大谷侑己 ⼾⽥市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

14歳以下⼥子シングルス　　　 14歳以下⼥子ダブルス　　　
◎ 3461552 沢代榎音 H.Y.S 3461330 大滝莉央 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
◎ 3461704 石井心菜 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3461552 沢代榎音 H.Y.S
◎ 3461330 大滝莉央 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3461695 三枝夏子 TENNIS SUNRISE 朝霞
◎ 3461780 島村桜良 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461780 島村桜良 与野ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
◎ 3461663 三上咲季 ﾚｲﾑﾃﾆｽｾﾝﾀ- 補4 3461704 石井心菜 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ
◎ 3461781 日下部光優 SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 埼補① 3461812 冨澤らん ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ
◎ 3461327 本⽥莉々香 H.Y.S
◎ 3461289 石澤穂乃花 Fﾃﾆｽ
◎ 3461695 三枝夏子 TENNIS SUNRISE 朝霞
◎ 3461818 橋本結衣 Team Satellite さくら野火止
〇 3461649 大越理紗 H.Y.S
〇 3461640 塚本彩日 SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ
〇 3461658 川島瑠莉 H.Y.S

埼補① 3461526 ⻲岡みらい H.Y.S

12歳以下男子シングルス　　　 12歳以下男子ダブルス　　　
◎ 3422291 ⽊村貫路 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3422324 山崎あさひ ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ
◎ 3422324 山崎あさひ ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3422644 森近周平 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
〇 3422644 森近周平 ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3422621 飯塚涼太 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ
〇 3422151 甲斐瑞希 Fﾃﾆｽ 3422291 ⽊村貫路 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ
〇 3422560 ⾦澤輝空 Smile Tennis College 3422151 甲斐瑞希 Fﾃﾆｽ

補4/埼補① 3422973 ⿊澤翔太 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3422540 大平光琉 Fﾃﾆｽ
補8/埼補② 3422432 須藤孝侑 Fﾃﾆｽ

12歳以下⼥子シングルス　　　 12歳以下⼥子ダブルス　　　　
◎ 3461800 ⽻⽣⽥杏 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3461800 ⽻⽣⽥杏 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ
◎ 3461908 梅澤菜々美 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3461665 大川なつき Fﾃﾆｽ
◎ 3461909 遠藤結花 SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3461909 遠藤結花 SYT⽉⾒野ﾃﾆｽｽｸｰﾙ
◎ 3461643 地⽥侑珠 むさしの村ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461910 植松真帆 浦和ﾊﾟｰｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
◎ 3461907 宮祐⽉ Fﾃﾆｽ 3461844 高橋彩音 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ
〇 3461844 高橋彩音 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 3461908 梅澤菜々美 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ
〇 3461911 奥抜真子 Fﾃﾆｽ 3461980 星優那 H.Y.S
〇 3461931 清水望叶 H.Y.S 3462006 稲毛舞桜 H.Y.S

補6/埼補① 3461944 中村涼乃 新座ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3461911 奥抜真子 Fﾃﾆｽ
埼補② 3461980 星優那 H.Y.S 3461907 宮祐⽉ Fﾃﾆｽ
埼補③ 3461949 櫻澤志緒 ｲﾄﾏﾝﾃﾆｽｽｸｰﾙ新所沢 3461904 高津陽菜乃 ｱｸﾛｽﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

3461939 舩⼾まゆり ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ

2022年 関東ジュニアテニス選⼿権⼤会 　埼玉県出場者リスト

埼補②

出場枠 2(配分0+県定数2)

出場枠 8(配分5+県定数3)

出場枠 5(配分2+県定数3)
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埼補②

埼補①

出場枠 4(配分2+県定数2)
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埼補①

出場枠 2(配分0+県定数2)

〇
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◎

出場枠 13(配分10+県定数3)

出場枠 5(配分3+県定数2)出場枠 11(配分8+県定数3)

◎
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