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18歳以下男子シングルス 出場枠１１　補欠②④ 18歳以下男子ダブルス 出場枠６　補欠④

出場 登録番号 氏名 所属団体名 出場 登録番号 氏名 所属団体名

○ 3215724 川上　倫平 荏原SSC 3212861 日置　和暉 荏原SSC

○ 3213413 米田　圭佑 法政大学第二高校 3214966 松田　康希 荏原SSC

○ 3214966 松田　康希 荏原SSC 3215507 菅谷　拓郎 慶応義塾高校

○ 3213054 守屋　達貴 法政大学第二高校 3215270 青木　一真 亀の甲山テニスクラブ

○ 3212706 田中　瑛大 荏原SSC 3212531 徳　航太 リビエラ逗子マリーナテニススクール

○ 3212531 徳　航太 ﾘﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3213054 守屋　達貴 法政大学第二高校

○ 3215507 菅谷　拓郎 慶応義塾高校 3215646 青木　響真 湘南工科大学附属高校

○ 3215646 青木　響真 湘南工科大学附属高校 3215725 田邊　健 法政大学第二高校

○ 3212861 日置　和暉 荏原SSC 3215724 川上　倫平 荏原SSC

○ 3213856 坂井　修造 荏原SSC 3212706 田中　瑛大 荏原SSC

○ 3213402 大家　尚通 荏原SSC 3212528 阿南　昂 荏原SSC

補欠② 3215725 田邊　健 法政大学第二高校 3214974 竹内　悠大 荏原SSC

補欠④

18歳以下女子シングルス 出場枠１０　補欠① 18歳以下女子ダブルス 出場枠５

出場 登録番号 氏名 所属団体名 出場 登録番号 氏名 所属団体名

○ 3257923 大川　美佐 大磯ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3257920 染谷　優衣 荏原SSC

○ 3257857 小林　ほの香 荏原SSC 3257911 吉川　ひかる リビエラ逗子マリーナテニススクール

○ 3257875 川岸　七菜 ﾘﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3258635 石川　琴実 白鵬女子高校

○ 3257911 吉川　ひかる ﾘﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3258636 野口　綾那 白鵬女子高校

○ 3257838 小出　涼音 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3257923 大川　美佐 大磯テニスアカデミー

○ 3257920 染谷　優衣 荏原SSC 3257963 大原　真琴 Val

○ 3257885 比留川　咲来 湘南ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3258194 砂川　涼 荏原SSC

○ 3258636 野口　綾那 白鵬女子高校 3257866 浅賀　遥 荏原SSC

○ 3258187 毛塚　智瑛 荏原SSC 3257875 川岸　七菜 リビエラ逗子マリーナテニススクール

○ 3257999 坂口　美佑 Team YUKA 3257883 藤原　由菜 Val

補欠① 3257848 早瀬　日菜乃 ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA 3257848 早瀬　日菜乃 ファーイーストJrTA

3257959 鵜飼　日南乃 ファーイーストJrTA

16歳以下男子シングルス 出場枠１１ 16歳以下男子ダブルス 出場枠４　補欠②

出場 登録番号 氏名 所属団体名 出場 登録番号 氏名 所属団体名

○ 3213264 青木　一晟 湘南工科大学附属高校 3213404 望月　滉太郎 荏原SSC

○ 3213542 鈴木　久統 荏原SSC 3213904 齋藤　成 湘南工科大学附属高校

○ 3213404 望月　滉太郎 荏原SSC 3213542 鈴木　久統 荏原SSC

○ 3213729 下村　亮太朗 慶応義塾高校 3213264 青木　一晟 湘南工科大学附属高校

○ 3213528 庄子　大慎 湘南ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3214179 谷澤　和真 橘ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

○ 3216065 高木　凌 クリエイトTA 3213643 高橋　栄吉 横須賀テニスクラブ

○ 3213904 齋藤　成 湘南工科大学附属高校 3214157 菊池　至 湘南ローンテニスクラブ

○ 3214179 谷澤　和真 橘ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3214291 久保田　朝陽 湘南ローンテニスクラブ

○ 3213971 中野　龍一郎 Team YUKA 3214529 関口　大心 K-Powersテニスアカデミーマートテニスガーデン

○ 3214000 高橋　理揮 橘ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3214973 松岡　健 K-Powersテニスアカデミーマートテニスガーデン

○ 3213806 賀川　嵩介 荏原SSC

3214973 松岡　健 K-Powersﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰﾏｰﾄﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

○

第９２回関東ジュニアテニス選手権大会　神奈川県出場選手

○

補欠②

○

○

○

○

○

○

○

○

補欠④

○

○

○

○

○
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第９２回関東ジュニアテニス選手権大会　神奈川県出場選手

16歳以下女子シングルス 出場枠１２　補欠④ 16歳以下女子ダブルス 出場枠６　補欠③

出場 登録番号 氏名 所属団体名 出場 登録番号 氏名 所属団体名

○ 3258226 中川　由羅 ﾘﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3258073 高橋　礼奈 大島フラワーテニスガーデン

○ 3258823 池田　涼子 YSC 3258043 金津　春杏 SHOW.T.P

○ 3258106 冨永　栞 荏原SSC 3258170 小早川　栞南 白鵬女子高校

○ 3258223 サッバ　ナユマ ﾘﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3258871 黒崎　早絢 白鵬女子高校

欠場 3258104 松田　絵理香 ﾚﾆｯｸｽﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3258035 冨田　夕夏 パームインターナショナルテニスアカデミー

○ 3258073 高橋　礼奈 大島ﾌﾗﾜｰﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 3258380 宮　亜美 Team YUKA

○ 3258210 大河原　彩楽沙 ﾘﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3258823 池田　涼子 YSC

○ 3258043 金津　春杏 SHOW.T.P 3258104 松田　絵理香 レニックステニススクール

○ 3258380 宮　亜美 Team YUKA 3258106 冨永　栞 荏原SSC

○ 3258035 冨田　夕夏 ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3258210 大河原　彩楽沙 リビエラ逗子マリーナテニススクール

○ 3258871 黒崎　早絢 白鵬女子高校 3258438 加藤　陽菜 橘テニスアカデミー

○ 3258182 高橋　凪沙 荏原SSC 3258226 中川　由羅 リビエラ逗子マリーナテニススクール

○ 3258170 小早川　栞南 白鵬女子高校 3258465 神山　優 大磯テニスアカデミー

3258223 サッバ　ナユマ ﾘﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅﾃﾆｽｽｸｰﾙ

14歳以下男子シングルス 出場枠１１　補欠① 14歳以下男子ダブルス 出場枠６　補欠③

出場 登録番号 氏名 所属団体名 出場 登録番号 氏名 所属団体名

○ 3214530 石島　丈慈 ﾚﾆｯｸｽﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3214530 石島　丈慈 レニックステニススクール

○ 3214911 笹元　紀吾 ﾚﾆｯｸｽﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3214911 笹元　紀吾 レニックステニススクール

○ 3214995 坂本　健英 荏原SSC 3214129 大家　朋晃 荏原SSC

○ 3215900 ﾎﾞｳﾙｽﾞ　ﾆｺﾗｽ 荏原SSC 3214324 松岡　隼 荏原SSC

○ 3214324 松岡　隼 荏原SSC 3214500 石井　凌馬 Team YUKA

○ 3214351 関口　恒 ﾚﾆｯｸｽﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3214927 小松　駿介 リーファインターナショナルテニスアカデミー

○ 3214622 三城　貴雅 荏原SSC 3214499 山本　拓 Team YUKA

○ 3214404 北牧　慶一朗 ﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞやよい台 3215738 石井　瑛介 S.ONEグリーンテニスクラブ

○ 3214500 石井　凌馬 Team YUKA 3214731 久保田　洋夢 レニックステニススクール

○ 3214499 山本　拓 Team YUKA 3214351 関口　恒 レニックステニススクール

○ 3214731 久保田　洋夢 ﾚﾆｯｸｽﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3214299 越智　壮一郎 伊勢原テニスアカデミー

補欠① 3215083 矢野　龍雅 荏原SSC 3215001 三宅　慶尭 IWK TENNIS MANAGEMENT　

3214861 谷川　圭斗 湘南ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

14歳以下女子シングルス 出場枠１０　補欠④ 14歳以下女子ダブルス 出場枠４　補欠①

出場 登録番号 氏名 所属団体名 出場 登録番号 氏名 所属団体名

○ 3258476 丸山　麗菜 Team YUKA 3258417 入内嶋　愛 荏原SSC

○ 3258417 入内嶋　愛 荏原SSC 3258418 添田　莉依菜 荏原SSC

○ 3258358 金丸　日菜子 桐蔭学園中学校 3258392 小西　優奈 大磯テニスアカデミー

○ 3258423 松井　七乃花 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3258488 宮内　汐夏 レニックステニススクール

○ 3258488 宮内　汐夏 ﾚﾆｯｸｽﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3258357 岡　瞳美 レニックステニススクール

○ 3258460 外池　明梨 大磯ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3258358 金丸　日菜子 桐蔭学園中学校

○ 3258418 添田　莉依菜 荏原SSC 3258629 片岡　諭伽 大島フラワーテニスガーデン

○ 3258349 永井　花怜 ﾘﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3258347 石井　綾夏 葉山テニスクラブ

○ 3258333 梅本　愛珠 荏原SSC 3258476 丸山　麗菜 Team YUKA

○ 3258558 渡辺　歩夢 荏原SSC 3258663 藤田　真由 Team YUKA

補欠④ 3258392 小西　優奈 大磯ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

○

補欠①

欠場

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

補欠③

○

○

○
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第９２回関東ジュニアテニス選手権大会　神奈川県出場選手

12歳以下男子シングルス 出場枠１５　補欠④ 12歳以下男子ダブルス 出場枠６

出場 登録番号 氏名 所属団体名 出場 登録番号 氏名 所属団体名

○ 3215122 松岡　輝 K-Powersﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰﾏｰﾄﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 3214651 曽根　大洋 荏原SSC

○ 3214906 高橋　遼介 荏原SSC 3215720 當仲　優樹 S.ONEグリーンテニスクラブ

○ 3214947 大舘　一輝 荏原SSC 3214947 大舘　一輝 荏原SSC

○ 3215720 當仲　優樹 S.ONEｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3214906 高橋　遼介 荏原SSC

○ 3214651 曽根　大洋 荏原SSC 3214689 安藤　雄哉 荏原SSC

○ 3214790 外池　智稀 大磯ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3214944 小寺　佑季 荏原SSC

○ 3214905 上田　頼 MSS橘ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3215151 橋本　俊介 YSC

○ 3215313 小山　マキシ 東急あざみ野ﾃﾆｽｶﾞ-ﾃﾞﾝ 3215239 佐藤　遙太 YSC

○ 3214440 稲木　友望 Team YUKA 3214790 外池　智稀 大磯テニスアカデミー

○ 3215594 名雪　楽工 荏原SSC 3214905 上田　頼 MSS橘ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

○ 3214967 高橋　光 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 3214990 高田　湧一朗 荏原SSC

○ 3214990 高田　湧一朗 荏原SSC 3214729 服部　裕基 荏原SSC

○ 3215133 林　陸人 K-Powersﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰﾏｰﾄﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 3214440 稲木　友望 Team YUKA

○ 3215017 小田切　楽 荏原SSC 3214940 長井　佑真 レニックステニススクール

○ 3215003 渡邉　琉晟 青葉台ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

補欠④ 3214619 角田　理樹 Team YUKA

3215308 増田　悠人 荏原SSC

12歳以下女子シングルス 出場枠１６　補欠③ 12歳以下女子ダブルス 出場枠５　補欠③

出場 登録番号 氏名 所属団体名 出場 登録番号 氏名 所属団体名

○ 3258486 中里　亜優菜 荏原SSC 3258419 北原　結乃 Team YUKA

○ 3258542 金巻　知里 葉山ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 3258542 金巻　知里 葉山テニスクラブ

○ 3258736 名雪　芹 荏原SSC 3258430 坂口　依澄 Team YUKA

○ 3258419 北原　結乃 Team YUKA 3258363 菅野　愛渚 パームインターナショナルテニスアカデミー

○ 3258430 坂口　依澄 Team YUKA 3258509 明場　凛 YSC

○ 3258777 熊谷　帆夏 荏原SSC 3258627 鹿島　璃子 YSC

○ 3258673 長谷川　汎奈 Team YUKA 3258538 永野　美嘉 Team YUKA

○ 3258526 添田　栞菜 荏原SSC 3258673 長谷川　汎奈 Team YUKA

○ 3258667 中村　菜花 あざみ野ﾛｰﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ 3258526 添田　栞菜 荏原SSC

○ 3258549 添田　ゆう 大磯ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3258557 米澤　渚 荏原SSC

○ 3258557 米澤　渚 荏原SSC 3258435 坂野　生奈 レニックステニススクール

○ 3258363 菅野　愛渚 ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 3258519 渡辺　涼香 Team YUKA

○ 3258520 飯田　紗帆 厚木国際ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

○ 3258509 明場　凛 YSC

○ 3258435 坂野　生奈 ﾚﾆｯｸｽﾃﾆｽｽｸｰﾙ

○ 3258556 丸山　にこ 荏原SSC

補欠③ 3258527 小野　芽衣美 横浜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｺﾐｭﾆﾃｨ

（注意）

○印 出場決定選手

７/１１(水)１７時までに神奈川県選手に欠場があった場合

７/１１(水)１７時以降

○

補欠③

○

○

○

○

各種目の大会日程初日に本戦選手の欠場があった場合には、欠場選手の所属県には関わらず、補欠選手の優先順
位順に繰上り出場できます。（ただし、大会日程初日の定められた時間までに本部への届出を済ませておくことが必須
です。）

補欠以下の選手のリスト順位が繰上ります。（関東ジュニアの補欠順位に関係なく）
繰上がり出場となった場合にはジュニア委員会より連絡します。

○

○

○

○

○

○
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