
MUFG全国ジュニアテニストーナメント２０２１

女子シングルス

地域 都道府県 所属団体名 年齢

北海道(1名) 森 基来凜 もり きらり 北海道 白鵬女子高等学校 15

夏坂 海夕愛 なつさか あゆな 青森県 八戸ロイヤルテニスクラブ 14

佐々木 怜 ささき れん 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 16

千葉 瑠子 ちば りこ 宮城県 仙台育英学園高等学校 16

泉 穂乃花 いずみ ほのか 秋田県 ファンキーテニスアカデミー 15

阿部 咲楽 あべ さくら 山形県 余目中学校 15

志賀 亜希奈 しが あきな 福島県 アパーステニスクラブ 15

上坂 真菜 かみさか まな 茨城県 NJテニスクラブ 14

竹内 悠浬 たけうち ゆり 茨城県 CSJ 13

石井 絢 いしい あや 栃木県 宇都宮サンテニスクラブ 14

齋藤 咲良 さいとう さら 群馬県 MAT Tennis Academy 14

松本 多恵 まつもと たえ 群馬県 高崎テニスクラブ 16

辻岡 史帆 つじおか しほ 埼玉県 SYT月見野テニススクール 14

朝倉 優奈 あさくら うた 埼玉県 TENNIS SUNRISE 朝霞 14

小野 陽菜 おの はるな 千葉県 千葉市花見川区テニススポーツ少年団 14

齋藤 咲希 さいとう さき 千葉県 東洋大学附属牛久高等学校 15

竹内 星妃 たけうち せいぬ 千葉県 SOL Tennis College 14

クロスリー 真優 くろすりー まゆ 東京都 東京都TA 14

大脇 結衣 おおわき ゆい 東京都 たちかわジュニアテニスアカデミー 15

前田 璃緒 まえだ りお 東京都 緑ヶ丘テニスガーデン 15

金巻 知里 かねまき ちさと 神奈川県 葉山テニスクラブ 15

渡辺 愛彩 わたなべ あや 山梨県 ACE　Tennis  Club 13

畠 さゆり はた さゆり 新潟県 T&S新発田ITS 14

小柴 美波 こしば みなみ 新潟県 新潟第一高等学校 15

瀬戸 祐希奈 せと ゆきな 富山県 松商学園高等学校 15

前田 星佳 まえだ せいか 石川県 仁愛女子高等学校 15

清水 瑠愛 しみず るあ 福井県 福井県立藤島高等学校 16

飯沼 有美 いいぬま あみ 長野県 松商学園高等学校 15

池戸 悠希子 いけど ゆきこ 岐阜県 Link TS 14

近藤 優衣 こんどう ゆい 静岡県 城南静岡高等学校 15

津田 梨央 つだ りお 愛知県 ウィルテニスアカデミー瀬戸 14

吉田 琴美 よしだ ことみ 愛知県 松商学園高等学校 15

松田 鈴子 まつだ りんこ 愛知県 チェリーTC 15

山田 彩萌 やまだ あやめ 愛知県 名古屋LTC 15

成田 百那 なりた もな 愛知県 team-N.1 14

林 妃鞠 はやし ひまり 三重県 三重グリーンテニスクラブ 14

嶺岸 恵 みねぎし めぐみ 滋賀県 ヤバセテニスアカデミー 15

南 風音 みなみ かのん 京都府 湯山泰次TS 14

折坂 優羽 おりさか ゆうわ 京都府 LYNX T A 14

木下 晴結 きのした はゆ 大阪府 LYNX Tennis Academy 14

大山 華歩 おおやま かほ 大阪府 Ai Love All T.A大阪 15

西村 佳世 にしむら かよ 兵庫県 AI_love_all_tennis junior academy 14

荒川 愛子 あらかわ あいこ 兵庫県 A＆F 13

永澤 亜桜香 ながさわ あおか 奈良県 TEAM ADVANCE 15

吉田 沙蘭 よしだ さら 和歌山県 ホリゾン和歌山 15

櫻井 友子 さくらい ゆうこ 鳥取県 STEVE 14

加藤 那菜 かとう なな 島根県 吉賀町テニス連盟 15

五藤 玲奈 ごとう れいな 岡山県 ラスタットテニスクラブ 13

網田 永遠希 あみた とわき 岡山県 ラスタットテニスクラブ 14

髙 絢果 たか あやか 広島県 山陽女学園 16

田中 伶奈 たなか れな 山口県 山口テニスアカデミー 15

西森 暖乃 にしもり はるの 徳島県 HIROテニスカレッジ 14

中村 明空歩 なかむら あくあ 香川県 小西テニススクール 14

濱田 暖菜 はまだ はるな 愛媛県 新田高等学校 16

山中 麟 やまなか りん 高知県 高知中央高等学校 16

大蔵 好花 おおくら このか 福岡県 折尾愛真高校 16

森 音羽 もり おとは 佐賀県 ブリヂストンスポーツアリーナ久留米 14

山髙 心慎 やまたか みのり 長崎県 佐世保LTC 12

安髙 日渚莉 あたか ひなり 熊本県 三重県立四日市商業高等学校 15

住吉 凜 すみよし りん 大分県 第一薬科大学付属高等学校 15

飛松 杏奈 とびまつ あんな 宮崎県 宮崎商業高等学校 15

山田 彩乃 やまだ あやの 鹿児島県 鳳凰高等学校 16

新城 英万 しんじょう えま 沖縄県 沖縄尚学高等学校 15

ＷＣ(1名) 石井 さやか いしい さやか 東京都 TEAM YONEZAWA 15

佐藤 弘夏 さとう ひろか 東京都 桜田倶楽部 14

工藤 里菜 くどう りな 大分県 ラフ 14

井上 みのり いのうえ みのり 京都府 大渡TA 14

松田 光 まつだ ひかり 埼玉県 石井真テニスアカデミー 16

関西

(9名)

中国

 (6名)

四国
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九州
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補欠

東海

(8名)

名前 ふりがな

東北

(6名)

関東

(15名)

北信越

(6名)


