第39回(2019)神奈川県ジュニアテニス選⼿権⼤会

ドロー抽選⽤ランキングデータ(2019/1/22付け）対象⼤会

⼤ 会 名

⼤ 会 名

⼤ 会 名

関東ｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2018)

東京都選抜ｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2018)

三芳ｸﾞﾗﾝﾄﾞSUMMERｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

全国選抜ｼﾞｭﾆｱ関東予選⼤会(2018)

東京都冬季選抜ｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2018)

関東ｼﾞｭﾆｱﾂｱｰSSC12歳以下(2018)

関東⾼校選⼿権(2018)

ｼﾙｸｶｯﾌﾟｻﾏｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ

関東ｼﾞｭﾆｱﾂｱｰSSC18歳以下(2018)

(2018)

関東中学⽣選⼿権(2018)

群⾺県ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2019)

関東ｼﾞｭﾆｱﾂｱｰSSC14歳以下(2018)

全国⼩学⽣選⼿権関東推薦順位戦(2018)

さいたまｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ(2019)

関東ｼﾞｭﾆｱﾂｱｰSSC16歳以下(2018)

RSK全国選抜ｼﾞｭﾆｱ関東予選(2018)

京王ｳｲﾝﾀｰﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2019)

秩⽗ｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ9⽉(2018)

中牟⽥杯全国選抜ｼﾞｭﾆｱ関東予選(2018)

千葉県U18ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟｽ(2019)

⼋ヶ岳ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2019)

全⽇本ｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2018)

U18

ありのみｶｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙｽ秋(2019)

A･F杯(2018)

全⽇本ｼﾞｭﾆｱ選抜室内選⼿権(2019)

全国選抜ｼﾞｭﾆｱ千葉県予選(2018)

⽇本ｽﾎﾟｰﾂ振興協会ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2019)

全国選抜ｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2018)

全国選抜ｼﾞｭﾆｱ⼭梨県予選(2018)

まちだ成瀬ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ8⽉(2018)

U15全国選抜ｼﾞｭﾆｱ選⼿権（中牟⽥(2019)

ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟ埼⽟ｵｰﾌﾟﾝｻﾏｰｼﾞｭﾆｱ(2018)

MUFGｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ東京⼤会(2018)

RSK全国選抜ｼﾞｭﾆｱ⼤会(2019)

全国選抜ｼﾞｭﾆｱ神奈川県予選(2018)

MUFGｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ神奈川県⼤会(2018)

全国⾼校選⼿権(2018)

KTA杯関東ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ（3位4位）(2019)

MUFGｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ千葉県⼤会(2018)

全国中学⽣選⼿権(2018)

KTA杯関東ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ（1位2位）(2019)

MUFGｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ群⾺県⼤会(2018)

全国⼩学⽣選⼿権(2018)

MUFGｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

MUFGｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ茨城県⼤会(2018)

むさしの村ﾆｭｰｲﾔｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2019)

⼭梨北杜ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ春（旧5⽉(2018)

MUFGｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ⼭梨県⼤会(2018)

川崎ｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2019)

とちぎｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

MUFGｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ栃⽊県⼤会(2018)

柏ｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2019)

三芳ｸﾞﾗﾝﾄﾞ春のｼﾞｭﾆｱｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ(2018)

MUFGｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ埼⽟県⼤会(2018)

ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟTTCｳｨﾝﾀｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

三芳ｸﾞﾗﾝﾄﾞ夏のｼﾞｭﾆｱｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ(2018)

PITA CUP(2018)

茨城県ｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2018)

全国選抜ｼﾞｭﾆｱ埼⽟県予選(2018)

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾂｱｰｽﾞ浦和ｼﾞｭﾆｱ16･18歳(2018)

東京ｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2018)

⼭中湖ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

ありのみｶｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙｽ夏(2018)

神奈川県ｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2018)

甲府ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2019)

三芳ｸﾞﾗﾝﾄﾞMiyoshiﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ(2018)
ATF須⽟国際ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

千葉県ｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2018)

TTC14才以下ｼﾞｭﾆｱinｵｰﾀﾑ(2018)

栃⽊県ｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2018)

昭和の森ｳｲﾝﾀｰｼﾞｭﾆｱ(2019)

那須塩原みるひぃｶｯﾌﾟ（旧佐野ﾗｰ(2018)

⼭梨県ｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2018)

三芳ｸﾞﾗﾝﾄﾞ冬のｼﾞｭﾆｱｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ(2019)

⼭梨北杜ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ夏（旧8⽉(2018)

群⾺県ｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2018)

⼭梨北杜ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ秋（旧10⽉(2019)

まちだ成瀬ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ12⽉(2019)

埼⽟県ｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2018)

ありのみｶｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙｽ春(2018)

ありのみｶｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙｽ冬(2018)

ｼﾙｸｶｯﾌﾟｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

茨城県ｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ(2019)

まちだ成瀬ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ3⽉(2018)

むさしの村ﾁｪﾘｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

東京都⼩学⽣⼤会（順位決定戦）(2018)

ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ⾸都圏ｵｰﾌﾟﾝ春18･14歳(2018)

ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟTTCｱｰﾘｰｻﾏｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

神奈川県⼩学⽣ﾃﾆｽ⼤会(2018)

ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ⾸都圏ｵｰﾌﾟﾝ春16･12歳(2018)

東京ｼﾞｭﾆｱｻｰｷｯﾄ Ⅰｼﾘｰｽﾞ(2018)

千葉県⼩学⽣ﾃﾆｽ選⼿権⼤会(2018)

桜⽥ｱｰﾘｰｻﾏｰ（旧桜⽥12歳以下）(2018)

東京ｼﾞｭﾆｱｻｰｷｯﾄ Ⅱｼﾘｰｽﾞ(2018)

埼⽟県⼩学⽣ﾃﾆｽ選⼿権⼤会(2018)

ﾌｪﾆｯｸｽ⼤磯ｼﾞｭﾆｱ夏(2018)

東京ｼﾞｭﾆｱｻｰｷｯﾄ Ⅲｼﾘｰｽﾞ(2018)

群⾺県⼩学⽣ﾃﾆｽ選⼿権⼤会(2018)

⾼崎ｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱSPRING（旧U14⾼(2018)

城東ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

茨城県⼩学⽣ﾃﾆｽ選⼿権⼤会(2018)

横浜ｻﾏｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

全国選抜ｼﾞｭﾆｱ栃⽊県予選(2018)

⼭梨県⼩学⽣ﾃﾆｽ選⼿権⼤会(2018)

⾼崎ｵｰﾌﾟﾝSUMMER（旧U16⾼崎ｵｰ(2018)

⼭梨県ｳｨﾝﾀｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2019)

栃⽊県⼩学⽣ﾃﾆｽ選⼿権⼤会(2018)

笠間市⻑杯ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

関東ｼﾞｭﾆｱﾂｱｰ TTC⼤会(2018)

東京都⾼等学校ﾃﾆｽ選⼿権⼤会(2018)

清⽔善造ﾒﾓﾘｱﾙｶｯﾌﾟU12U16(2019)

関東ｼﾞｭﾆｱﾂｱｰ 桜⽥⼤会(2018)

神奈川県⾼等学校ﾃﾆｽ⼤会(2018)

ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ⾸都圏ｵｰﾌﾟﾝ秋16･12歳(2019)

埼⽟ｵｰﾌﾟﾝ夏季ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

千葉県⾼校総合体育⼤会(2018)

ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ⾸都圏ｵｰﾌﾟﾝ秋18･14歳(2019)

毎⽇選⼿権ｼﾞｭﾆｱ(2018)

全国総合体育⼤会埼⽟予選（⾼校(2018)

⾼崎ｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱWINTER（旧U18⾼(2019)

千葉県ｼﾞｭﾆｱｻﾏｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

全国⾼校総体群⾺県予選(2018)

U18栃⽊ｳｲﾝﾀｰｼﾞｭﾆｱ選⼿権(2019)

新所沢ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

全国⾼校総体ﾃﾆｽ競技茨城県予選(2018)

全国選抜ｼﾞｭﾆｱ群⾺県予選(2018)

埼⽟ｼﾞｭﾆｱｻｰｷｯﾄ ｲｰｽﾀﾝｼﾞｭﾆｱ(2018)

⼭梨県⾼等学校総合体育⼤会ﾃﾆｽ(2018)

京王ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

埼⽟ｼﾞｭﾆｱｻｰｷｯﾄ ⼤宮ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

全国⾼校ﾃﾆｽ選⼿権⼤会栃⽊予選(2018)

埼⽟荒川ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ初夏（旧夏(2018)

むさしの村ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄNATSU(2018)

東京都中学⽣ﾃﾆｽ選⼿権⼤会(2018)

京王ｻﾝﾄﾘｰｻﾏｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟTTCｵｰﾀﾑｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2019)

神奈川県中学校ﾃﾆｽ選⼿権⼤会(2018)

⽇の出ｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

TTC18才以下ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2019)

千葉県中学校ﾃﾆｽ選⼿権⼤会(2018)

野⽕⽌ｻﾏｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

TTC12才以下ｼﾞｭﾆｱinｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(2018)

埼⽟県学校総合体育⼤会（中学）(2018)

ﾌｪﾆｯｸｽ⼤磯ｼﾞｭﾆｱ秋(2019)

TTC16才以下ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2019)

関東中学⽣ﾃﾆｽ選⼿権群⾺県予選(2018)

千葉市原ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ秋（前⽩⼦(2019)

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ杯茨城ｼﾞｭﾆｱ⼤会(2018)

茨城県中学⽣ﾃﾆｽ選⼿権⼤会(2018)

千葉市原ｼﾞｭﾆｱ初春（旧新春）(2018)

昭和の森ｻﾏｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

⼭梨県中学校ﾃﾆｽ選⼿権⼤会(2018)

埼⽟荒川ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ初春（旧冬(2018)

TTC14才以下ｼﾞｭﾆｱinｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(2018)

栃⽊県中学校ﾃﾆｽ選⼿権⼤会(2018)

ﾌｪﾆｯｸｽ⼤磯ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ新春(2018)

TTC12才以下ｼﾞｭﾆｱinｵｰﾀﾑ(2018)

全国選抜ｼﾞｭﾆｱ茨城県予選(2018)

桜⽥ｳｲﾝﾀｰｼﾞｭﾆｱ（旧桜⽥14歳以下(2019)

ぐんまｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2019)

SEEDｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ（旧ｳｲﾙｿﾝｶｯﾌﾟ(2018)

むさしの村ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ5⽉(2018)

THOｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2019)

⼭梨北杜ｼﾞｭﾆｱ冬（旧1⽉）(2019)

秩⽗ｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ5⽉(2018)
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⼤ 会 名

⼤ 会 名

ﾆｭｰﾊﾞﾗﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ(2018)

栃⽊県ｼﾞｭﾆｱ選⼿権（予選）(2018)

ｼﾞｭﾝﾚｵｻﾏｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

埼⽟ｵｰﾌﾟﾝ夏季ｼﾞｭﾆｱ（予選）(2018)

U18･U16⼩瀬ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

MUFGｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ東京⼤会（予選(2018)

苺ｶｯﾌﾟｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

MUFGｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ千葉⼤会（予選(2018)

ﾌｪﾆｯｸｽ⼤磯ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ夏休み(2018)

MUFGｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ群⾺⼤会（予選(2018)

ﾋﾞｯｸﾞKｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱ(2018)

MUFGｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ⼭梨⼤会（予選(2018)

U14･U12⼩瀬ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ(2018)

⽇本ｽﾎﾟｰﾂ振興協会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選(2019)

秩⽗ｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ11⽉(2019)

PITA CUP（予選）(2018)

千葉⽩⼦ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ春(2018)

茨城県⼩学⽣⼤会（予選）(2018)

BRIDGESTONE JR TOUR MTC 3⽉4⽉(2018) ありのみｶｯﾌﾟｼﾝｸﾞﾙｽ夏（予選）(2018)

BRIDGESTONE JR TOUR MTC5⽉6⽉(2018) 三芳ｸﾞﾗﾝﾄﾞMiyoshiﾁｬﾚﾝｼﾞ（予選(2018)

千葉市原ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ初夏(2018)

⼭梨北杜ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ夏（予選）(2018)

埼⽟荒川ｼﾞｭﾆｱ夏(2018)

関東ｼﾞｭﾆｱﾂｱｰ桜⽥（予選）(2018)

BRIDGESTONE JR TOUR MTC7⽉8⽉(2018) 関東ｼﾞｭﾆｱﾂｱｰTTC（予選）(2018)

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾙｺｯｸｶｯﾌﾟⅠ(2018)

ﾌｪﾆｯｸｽ⼤磯ｼﾞｭﾆｱ夏（予選）(2018)

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾙｺｯｸｶｯﾌﾟⅡ(2018)

笠間市⻑杯ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2018)

清⽔善造ﾒﾓﾘｱﾙｶｯﾌﾟU14U18(2019)

全国選抜ｼﾞｭﾆｱ茨城県予選（予選）(2018)

BRIDGESTONE JR TOUR MTC9⽉10⽉(2019) 横浜ｻﾏｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2018)
BRIDGESTONE JR TOUR MTC11･12⽉(2019) MUFGｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ埼⽟予選（予選(2018)

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾙｺｯｸｶｯﾌﾟⅢ(2019)

全国選抜ｼﾞｭﾆｱ群⾺県予選（予選(2018)

川崎ｼﾞｭﾆｱ選⼿権（予選）(2019)

京王ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2018)

⼭梨県ｳｲﾝﾀｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2019)

⼭梨県⼩学⽣⼤会（予選）(2018)

柏ｼﾞｭﾆｱ選⼿権（予選）(2019)

ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟ埼⽟ｵｰﾌﾟﾝｻﾏｰ（予選(2018)

京王ｳｲﾝﾀｰﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2019)

埼⽟荒川ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ初夏（予選(2018)

ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟTTCｳｲﾝﾀｰｼﾞｭﾆｱ（予選）(2018)

京王ｻﾝﾄﾘｰｻﾏｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選(2018)

ｼﾙｸｶｯﾌﾟｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2018)

ﾌｪﾆｯｸｽ⼤磯ｼﾞｭﾆｱ秋（予選）(2019)

ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟTTCｱｰﾘｰｻﾏｰｼﾞｭﾆｱ（予選(2018)

千葉市原ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ秋（予選）(2019)

全国選抜ｼﾞｭﾆｱ千葉県予選（予選(2018)

千葉市原ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ初春（予選(2018)

茨城県ｼﾞｭﾆｱ選⼿権（予選）(2018)

埼⽟荒川ｼﾞｭﾆｱ初春（予選）旧冬(2018)

東京ｼﾞｭﾆｱ選⼿権（予選）(2018)

ﾌｪﾆｯｸｽ⼤磯ｼﾞｭﾆｱ新春（予選）(2018)

千葉県U18ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟｽ（予選）(2019)

桜⽥ｱｰﾘｰｻﾏｰ（予選）旧桜⽥12歳(2018)

⼭梨北杜ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ春（予選(2018)

秩⽗ｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ5⽉（予選(2018)

⼭中湖ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2018)

ﾆｭｰﾊﾞﾗﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ（予選）(2018)

ｼﾙｸｶｯﾌﾟｻﾏｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2018)

⽇の出ｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱ（予選）(2018)

毎⽇選⼿権ｼﾞｭﾆｱ（予選）(2018)

野⽕⽌ｻﾏｰｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2018)

千葉県ｼﾞｭﾆｱｻﾏｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2018)

U18･U16⼩瀬ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2018)

⼭梨県ｼﾞｭﾆｱ選⼿権（予選）(2018)

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ浦和ｼﾞｭﾆｱ16･18歳（予選(2018)

千葉県ｼﾞｭﾆｱ選⼿権（予選）(2018)

ﾌｪﾆｯｸｽ⼤磯ｼﾞｭﾆｱ夏休み（予選）(2018)

甲府ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2019)

U14･U12⼩瀬ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2018)

⼭梨北杜ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ秋（予選）(2019)

秩⽗ｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ11⽉（予選(2019)

埼⽟県ｼﾞｭﾆｱ選⼿権（予選）(2018)

東京都冬季ｼﾞｭﾆｱ選⼿権（予選）(2018)

ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟTTCｵｰﾀﾑｼﾞｭﾆｱ（予選）(2019)

千葉⽩⼦ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ春（予選）(2018)

ぐんまｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2019)

BRIDGSTONE JR TOUR MTC3･4（予(2018)

三芳ｸﾞﾗﾝﾄﾞ春のｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ（予選(2018)

BRIDGESTONE JR TOUR MTC5･6（予(2018)

三芳ｸﾞﾗﾝﾄﾞ夏のｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ（予選(2018)

桜⽥ｳｲﾝﾀｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ(予選）旧14歳(2019)

とちぎｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2018)

千葉市原ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ初夏（予選(2018)

三芳ｸﾞﾗﾝﾄﾞ冬のｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ（予選(2019)

埼⽟荒川ｼﾞｭﾆｱ夏（予選）(2018)

⼭梨北杜ｼﾞｭﾆｱ冬（予選）(2019)

BRIDGESTONE JR TOUR MTC7･8(予(2018)

三芳ｸﾞﾗﾝﾄﾞSUMMERｼﾞｭﾆｱ（予選）(2018)

BRIDGESTONE JR TOUR MTC9･10(予(2019)

関東ｼﾞｭﾆｱﾂｱｰSSC12歳以下（予選(2018)

BRIDGESTONE TOUR MTC11･12(予選(2019)

関東ｼﾞｭﾆｱﾂｱｰSSC18歳以下（予選(2018)
関東ｼﾞｭﾆｱﾂｱｰSSC14歳以下（予選(2018)
関東ｼﾞｭﾆｱﾂｱｰSSC16歳以下（予選(2018)
秩⽗ｵｰﾌﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ9⽉（予選(2018)
⼋ヶ岳ｼﾞｭﾆｱﾄｰﾅﾒﾝﾄ（予選）(2019)

⼤ 会 名

