
地域 シード他 所　属

東海 1 坂本 怜 チェリーTC

東海 2 富田 悠太 チェリーTC

東北 3 五十嵐 涼太 仙台育英高

中国 4 遊川 大和 関西高

九州 5 松永 朔太郎 グローバルアリーナ

関東 6 外池 智稀 大磯TA

関西 7 逸﨑 獅王 First-J

関東 8 安藤 雄哉 荏原SSC

関西 9 若松 泰地 パブリックTE

関東 10 木村 一翔  CSAT

関東 11 加羽澤 龍之介 上尾TC

関東 12 神山 宏正  TEAM　YONEZAWA 

関東 13 小川 楓成  はちおうじ庭球塾 

関東 14 前田 透空 吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

関東 15 松岡 輝 法政大学第二高校

関西 16 高村 篤輝 TCコ・ス・パ三国ヶ丘

小谷 和生 ambitious court

池田 陸人 札幌旭丘高

佐藤 克 DJTT

小柳 遥人 札幌LTC

泉澤 伽誠 ウイング

佐藤 颯基 ダンロップ泉パークタウンTC

三浦 陽 リベロSC

金 桜汰 岩手高

石川　 楓 ウイニングショット

山崎 嘉太郎 さくらテニスガーデン

川西 飛生 TEAM KIT

横堀 陽太郎 JSSジャンボITS

水澤 康生 東京学館新潟高

奥出 悠貴 今立ＴＣ

渡辺 翔太 津幡ジュニア

畑 泰成 Smile Tennis College

金子 正人  武蔵野ドームTS

宮川 侑士 浦和パークTC

大舘 一輝  日大三中

笹本 龍哉 ALWAYS TENNIS SCHOOL

本山 知苑 四日市工業高

間宮 友稀 四日市工業高

長谷川 大豪 四日市工業高

池田 陽凪大 テニスラウンジ

秋本 将輝 オリンピアSC
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地域 シード他 所　属氏　名

大西 金之助 近畿大附属和歌山高

南光 祥大 近畿大附属高

谷畑 幸洋 トップランAIOI

島 笙太 京都東山TC

小夏 秀太 西宮TC

藤原 陸 やすいそ庭球部

浜田 理壱 ラスタットTC

西山 大和 ラスタットTC

藤本 理功 ラスタットTC

岩井 惺 やすいそ庭球部

宮本 浩弥 ラスタットTC

伊藤 拓 愛媛トレセン

森 広樹 高松北高校

蓑田 優築 WINNER

金浦 俊哉 ヨシムラTA

石綿 凌空 ヨシムラTA

俣野 雅仁 丸亀TC

武藤 守生 福岡パシフィック

宮里 琉星 TCμ

浅田 紘輔 ライジングサンHJC

太田 周 長崎TLD

大賀 雄平 J STRUCT

栄 圭吾 ドリームTS

中国 補欠1 中井 智風 YYkids松江

関東 補欠2 平田 崇  八王子TA

北信越 補欠3 角谷 亮 GETT

九州

関西

中国

四国
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地域 シード他 所　属

富田 悠太 チェリーTC

坂本 怜 チェリーTC

五十嵐 涼太 仙台育英学園高

佐藤 颯基 ダンロップ泉パークタウンTC

安藤 雄哉 荏原SSC

高橋 光 神奈中TS

中山 智裕 津幡ジュニア

角谷 亮 GETT

木村 一翔 CSAT

宮川 侑士 浦和パークTC

南光 祥大 近畿大付属高

鈴木 琉斗 TCコ･ス･パ八尾南

當仲 優樹 法政大学第二高

松岡 輝 法政大学第二高

秋本 将輝 オリンピアSC

水谷 旭陽 桑名庭球倶楽部

前田 透空 吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

大岡 歩生 ルネサンス鷹之台TC

天谷 俊介 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ

木村 冬茉 北陸高校

松永 朔太郎 グローバルアリーナ

武藤 守生 福岡パシフィック

伊藤 拓 愛媛トレセン

森 広樹 高松北高校

大西 金之助 近畿大付属和歌山高

額田 賢和 大渡TA

金子 正人 武蔵野ドームTS

高橋 凛羽 京王赤城アカデミー

三浦 陽 リベロSC

野坂 条 ファンキーテニスアカデミー

藤本 理功 ラスタットTC

遊川 大和 関西高
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地域 シード他 所　属氏　名

押切 優吾 立命館慶祥高

長峯 経介 札幌北斗高

舟山 佳太 DJTT

長部 啓 函館ピア

佐藤 傑 DJTT

山本 悠太 ライジング

小嶋 青空 あけぼのTC　

原中 翔音 あけぼのTC　

五十嵐 昊也 ウイニングショット

石川　 楓 ウイニングショット

三浦 怜央 More-Tennia

城 義弥 仙台第三高

松根 拓希 津幡ジュニア

渡辺 翔太 津幡ジュニア

馬場 貴大 三条ファミリーTC

山崎 嘉太郎 さくらテニスガーデン

宮澤 啓介 ｍ＆ｍ　JTA

北林 由伊 NTA

大房 祐星 SYS TC

平井 詳大 フミヤエース市川TA

上山 湊平 TENNIS SUNRISE 朝霞

上山 峻平 TENNIS SUNRISE 朝霞

小山 マキシ 東急あざみ野ﾃﾆｽｶﾞ-ﾃﾞﾝ

日比野 資史 大磯TA

間宮 友稀 四日市工業高

本山 知苑 四日市工業高

戌亥 一真 四日市工業高

長谷川 大豪 四日市工業高

山口 雄大 HIDE TA

桃山 晃 麗澤瑞浪高

吉内 賢汰 A・CUBE TC

倉下 凛空 アイTC

森田 竜ノ介 コパンT・S

岡島 昊大 湖北JTC

若松 泰地 パブリックTE

逸﨑 獅王 First-J

西村 匠翔 甲南中

今西 珀人 TKCJrアカデミー

関西

北海道

東北

北信越

関東

東海
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地域 シード他 所　属氏　名

西山 大和 ラスタットTC

渡邊 脩真 ラスタットTC

浜田 理壱 ラスタットTC

宮本 浩弥 ラスタットTC

中島 璃人 アサヒTC

伊瀬 史晃 石川TS

遠藤 翔 柳生園TC

朝原 大翔 柳生園TC

蓑田 優築 WINNER

金浦 俊哉 ヨシムラTA

石綿 凌空 ヨシムラTA

濵永 佐介 愛媛トレセン

俣野 雅仁 丸亀TC

中西 柊翔 桜町中学校

吉川 将吾 小西TS

東野 光祐 フォーレストTS

久保 勇颯 スター熊本庭球塾

南 伊織 RKKルーデンスTC

岩切 晴哉 伊集院Jクラブ

鵜狩 良仁 アリムラTA

喜久川 楓 沖縄東中

吉武 真輝 グローバルアリーナ

安藤 大和 J STRUCT

太田 周 長崎TLD

大原 大知 NISHIO FACTORY

河野 広夢 ITS九州

長井 澄弥 SOL Tennis College

大賀 凱仁 志津TC

義基 耀 三重GTC

古山 爽太 三重GTC

小島 温仁 京都東山TC　

島 笙太 京都東山TC　
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地域 シード他 所　属

関西 1 木下 晴結 LYNX TA

関西 2 西村 佳世　 親和中

東海 3 林 妃鞠 三重GTC

関西 4 南 風音 湯山泰次TS

関東 5 小野 陽菜 あじさいMTCアカデミー

関西 6 里 菜央 トップランAIOI

関東 7 辻岡 史帆 SYT月見野TS

中国 8 網田 永遠希 ﾗｽﾀｯﾄTC

関東 9 北原 結乃 Team YUKA

関東 10 朝倉 優奈 TENNIS SUNRISE 朝霞

東海 11 津田 梨央 ウィルTA瀬戸

中国 12 五藤 玲奈 ラスタットTC

関東 13 園部 八奏 与野TC

関東 14 名雪 芹 荏原SSC

東海 15 成田 百那 team-N.1

関東 16 伊東 磨希 TENNIS SUNRISE 朝霞

小澤 菜陽 宮の森SC

横濱 百花 ST Tennis Club

小坂 麻陽 ウイング

浅野 美羽 ウイング

藤本 菜那 スウィング89

早坂 来麗愛 ウイニングショット

鈴木 梨愛 ウイニングショット

鳴海 春佳 F･tennis

本間 遥 クレイルテニスアカデミー

大山 藍 R-PROJECT

畠 さゆり T&S新発田ITS

畑川 ひかり 新潟第一高等学校

佐々木 理子 YeLL

丸山 唯 荒神山TS

上田 晴菜 大林TS

市岡 梓奈 グリーンテニスプラザ

上坂　 真菜  NJTC

大吉 向空 殿山テニスガーデン

岩佐 南美  東京都TA 

野口 紗枝 レニックスTS

石井 絢 宇都宮サンTC

友松 あみ テニスラウンジ

森下 結葵 三重GTC

小島 詠 ブレスパティオTC

大川 りこ あおやま庭球塾

2021 U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会
（第40回中牟田杯）
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地域 シード他 所　属氏　名

堀川 いち乃 ノアインドアTS京都西

千葉 陽葵 城南学園

荒川 愛子 A&F

下野 澪 A・CUBE TC

折坂 優羽 LYNX TA

戸坂 文音 山陽学園高

上野 梨咲 やすいそ庭球部

原田 悠衣 山陽学園高

中島 莉良 TC　ART

井上 季子 やすいそ庭球部

窪田 結衣 愛媛トレセン

西森 暖乃 HIROテニスカレッジ

植田 彩夢 屋島TC

渡部 日菜 Finalist TC

田住 星雛奈 HIROテニスカレッジ

水口 由貴 ドリームTS

木河 優 第一薬科大付高

井手 葵 筑紫野LTC

岸本 聖奈 ブライトテニスセンター

笠原 亜美 RKKルーデンスTC

工藤 里菜 ROUGH大分

井上 菜々未 第一薬科大付高

安廣 有純 グローバルアリーナ

九州 補欠1 山髙 心慎 佐世保LTC

関東 補欠2 添田 栞菜 荏原SSC

関東 補欠3 山倉  実桜  CSAT

関西

中国

四国
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地域 シード他 所　属

朝倉 優奈 TENNIS SUNRISE 朝霞

伊東 磨希 TENNIS SUNRISE 朝霞

大吉 向空 殿山テニスガーデン

竹内 星妃 SOL Tennis College

網田 永遠希 ラスタットTC

河野 望奈 ラスタットTC

上野 梨咲 やすいそ庭球部

井上 季子 やすいそ庭球部

大井川 鈴奈 ブレスパティオTC

小島 詠 ブレスパティオTC

明場 凛 YSC

鹿島 璃子 YSC

成田 百那 team-N.1

津田 梨央 ウィルTA瀬戸

伊東 凛夏 チームホリゾン

坂井 心優 チームホリゾン

古谷 ひなた 有明ジュニアTA

阿部 叶実 桜田倶楽部

井手 葵 筑紫野LTC

美山 くらら ブライトテニスセンター

池戸 悠希子 Link TS

池戸 来望 郡上市立八幡中学校

穴水 姫奈乃 山梨学院高

青木 舞帆 桜田倶楽部

原田 悠衣 山陽学園高

戸坂 文音 山陽学園高

荒川 愛子 A&F

西村 佳世 親和中

大原 縁逢 昭和の森ｼﾞｭﾆｱTS

師 夢歩 T.T.LBRL

水口 由貴 ドリームTS

笠原 亜美 RKKルーデンスTC
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地域 シード他 所　属氏　名

横濱 百花 ST Tennis Club

小坂 麻陽 ウイング

亀井 うらら 函館ピア

亀井 あんみ 函館ピア

小澤 菜陽 宮の森SC

小松 芽生 ウイング

藤本 菜那 スウィング89

浅野 美羽 ウイング

鈴木 梨愛 ウイニングショット

早坂 来麗愛 ウイニングショット

大山 藍 R-PROJECT

下杉 海寧 R-PROJECT

内城 佳子 リトルサンTC

本間 遥 クレイルテニスアカデミー

原田 えりな イラコTC山形

渡邊 なな TTJ

木村 天音 ファーストTA

三牧 蒼羽 ファーストTA

高橋 そら エムスタイルTA

植月 ゆず香 高森TC

佐々木 理子 YeLL

畠 さゆり T&S新発田ITS

吉江 優楽 センティア

草東 芭奈 JSS富山

小島 陽菜 東京都TA

岩佐 南美 東京都TA

小野 陽菜 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ

吉川 春奈 吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

林 妃鞠 三重GTC

森下 結葵 三重GTC

後藤 苺衣 Wishテニスクラブ

鈴木 彩葉 ブレスパティオTC

渡邉 菜央 TEAM KOMADA

杉村 優月 チェリーTC

里 菜央 トップランAIOI

田島 楓 トップランAIOI

島袋 華怜 LYNX TA

小坂 莉來 LYNX TA 奈良

藤井 柑奈 モリタテニス企画

千葉 陽葵 城南学園

巽 日菜 チームホリゾン

仲宗根 サヤ チームホリゾン

北海道
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地域 シード他 所　属氏　名

五藤 玲奈 ラスタットTC

樽床 風音 ラスタットTC

平田 早希 ｸﾞﾘｰﾝｽﾄｰﾝﾋﾙｽﾞ+J

清田 あいこ やすいそ庭球部

窪田 結衣 愛媛トレセン

井上 ひまり 愛媛トレセン

西森 暖乃 HIROテニスカレッジ

田住 星雛奈 HIROテニスカレッジ

植田 彩夢 屋島TC

松田 楓華 小西TS

渡部 日菜 Finalist TC

西原 琉羽 Finalist TC

岡村 凜那 鳳凰高

中原 妃那 鹿児島純心女子高

岸本 聖奈 ブライトテニスセンター

毛利 空 ブライトテニスセンター

工藤 里菜 ROUGH大分

橋本 幸美 テニスDIVO

福田 紗月 TEAM F

小田 凜花 SNTC

畑田 こころ 沖縄尚学高

小山 みのり 沖縄尚学高

堤 咲弥 三重GTC

近藤 楓果 オリンピアSC

添田 栞菜 荏原SSC

米澤 渚 荏原SSC

山本 輝奈 TENNIS SUPPORT"梅塾”

河野 虹架 HTCP
補欠3

補欠1
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