
　　2002 U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第２1回中牟田杯）
　　　出　　場　　選　　手

≪男　　　　　子≫ ≪女　　　　　子≫
氏 名 所属 氏 名 所属

浅利 悠生 (北海道・あけぼのTC） 田代 美智 (北海道・札幌清田高）

岡田 真 (北海道・ｳｴｽﾄｺｰｽﾄﾗｹｯﾄC） 渡邉 廣乃 (北海道・ｴﾙﾊﾞｯﾊTC）

吉田 智哉 (東北・ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙTC） 川崎 智恵美 (北海道・土野TS）

安部 領 (東北・八戸ｼｰｶﾞﾙ） 加藤 茉弥 (東北・青森山田中）

能村 仁 (北信越・鳴和中） 高橋 志奈 (東北・青葉台TC）

上條 琢也 (北信越・すがの台TC） 齋藤 友里子 (東北・近江TC）

天野 真廣 (関東・JITC) 今井 桃子 (北信越・松商学園高）

喜多 文明 (関東・Fﾃﾆｽ) 品田 祐希 (北信越・ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS）

岸 哲史 (関東・ﾁｰﾑｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ） 田中 真梨 (関東・JITC）

会田 翔 (関東・荏原SSC） 高雄 恵利加 (関東･ｱｰﾄﾋﾙTC）

小ﾉ澤 新 (関東・Fﾃﾆｽ) 前澤 かおる (関東・共栄学園中）

山本 健尊 (関東・ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA） 文元 美佳 (関東･ｱｰﾄﾋﾙTC）

鵜沢 周平 (関東・TTC） 和田 夏美 (関東・共栄学園中）

林 雄也 (関東・ﾌﾐﾔTS市川） 川村 美夏 (東海・竜南TC）

竹内 優志 (関東・JITC) 岩﨑 敬子 (東海・金城学院高）

酒井 正利 (東海・竜南TC） 吉川 弘野 (東海・名張ﾛｲﾔﾙTC）

牛田 敦之 (東海・森林ﾛﾝｸﾞｳｯﾄﾞTC） 松本 千明 (東海・TAS）

海野 健太 (東海・高瀬ﾃﾆｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ） 福井 恵実 (関西・舞鶴GTC）

増田 兆孝 (東海・ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙTC） 久見 香奈恵 (関西･園田学園高）

岡田 遼介 (東海・ﾋﾟｽﾀｳﾞｪﾙﾃﾞ春日井） 川口 美沙 (関西・ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TC）

竹内 研人 (関西・四ﾉ宮TC） 守内 千絵 (関西・REX　KOBE）

藤井 貴信 (関西・ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TC） 高原 靖佳 (中国・美鈴が丘高）

鈴木 隆史 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ） 吉岡 舞 (中国・ふくいTC）

河原 純 (関西・四ﾉ宮TC） 田中 祐子 (中国・やすいそ庭球部）

富田 玄輝 (中国・ｱｻﾋTC） 楠瀬 優樹 (中国・ｻﾆｰTS）

上本 武 (中国・上本TS） 阿部 瑠美 (四国・ｽｴﾋﾛTC）

松本 貴洋 (四国・屋島TC） 香川 未来 (四国・多度津TC）

佐野 紘一 (四国・HIROﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ） 古賀 愛美 (九州・柳川高校C）

広瀬 一義 (四国・屋島TC） 野畑 安理 (九州・ｷｬﾝﾌﾟﾂｰ）

小野 加寿也 (九州・佐賀GTC） 井上 明里 (九州・神森中）

池野 新八郎 (九州・春日西TC） 石田 美帆 (九州・北九州ｳｴｽﾄ）

熊谷 宗敏 (九州・ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC） 中野 佑美 (九州・岩田屋TS）

補欠No1 仁木 拓人 (関東・NJTC） 補欠No1 矢竹 里美 (関東・ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA）

補欠No2 富崎 優也 (九州・佐賀GTC） 補欠No2 瀬間 詠里花 (関東・ｱｻﾋ生命久我山SC）

ｼｰﾄﾞNo1 竹内 研人 (関西・四ﾉ宮TC） ｼｰﾄﾞNo1 高雄 恵利加 (関東･ｱｰﾄﾋﾙTC）

　　No2 小ﾉ澤 新 (関東・Fﾃﾆｽ) 　　No2 福井 恵実 (関西・舞鶴GTC）

　　No3 小野 加寿也 (九州・佐賀GTC） 　　No3 川村 美夏 (東海・竜南TC）

　　No4 藤井 貴信 (関西・ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TC） 　　No4 古賀 愛美 (九州・柳川高校C）

　　No5 山本 健尊 (関東・ﾌｧｰｲｰｽﾄJrTA） 　　No5 前澤 かおる (関東・共栄学園中）

　　No6 松本 貴洋 (四国・屋島TC） 　　No6 高原 靖佳 (中国・美鈴が丘高）

　　No7 喜多 文明 (関東・Fﾃﾆｽ) 　　No7 和田 夏美 (関東・共栄学園中）

　　No8 岡田 遼介 (東海・ﾋﾟｽﾀｳﾞｪﾙﾃﾞ春日井） 　　No8 加藤 茉弥 (東北・青森山田中）
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