
月見野チャレンジジュニア 2021

補欠繰り上げリスト

【補欠繰り上げについて】 

欠場があった場合、補欠リスト掲載者のうち、当日各種目 1R 集合時間の 

15 分前までに 本部にてサインを行った選手のランキング上位順に欠場枠を割り当て致します。

男子シングルス12歳以下

種目 ＮＯ 姓名 所属

ms12 1 林大誠 VIP TENNIS ACADEMY

ms12 2 加藤優大 ビッグK

ms12 3 豊田温大 桜田テニスカレッジ

ms12 4 工藤海翔 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ

ms12 5 下倉功太郎 自由ｶﾞ丘インターナショナルテニスカレッジ

ms12 6 中島颯海 与野テニスクラブ

ms12 7 岡田将拓 SYT月見野テニススクール

ms12 8 丹駿介 あざみ野ローンテニスチーム

ms12 9 福本颯真 荏原SSC

ms12 10 中島稔喜 SYT月見野テニススクール

ms12 11 村上叶多 H.Y.S

ms12 12 越村悠史 南市川テニスガーデン

ms12 13 甲田将 橘テニスアカデミー

ms12 14 鈴木煌正 フォレストテニスクラブ

ms12 15 久保拓渡 SYT月見野テニススクール

ms12 16 松本侑大 TC大井ファミリー

ms12 17 河村恵吾 与野テニスクラブ



男子シングルス14歳以下

種目 ＮＯ 姓名 所属

ms14 1 斎藤旺汰 大熊テニスクラブ

ms14 2 宮嶋唯人 荏原SSC

ms14 3 小俣成慶 ロイヤルテニスクラブ

ms14 4 徳武結人 日本大学第三中学

ms14 5 中橋鳳斗也 Team 310V

ms14 6 高山哲 Team310v

ms14 7 阿南遼介 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ

ms14 8 大竹侑希 ビッグKひまわり

ms14 9 小野沢賢太 TC大井ファミリー

ms14 10 大杉櫂斗 狛江インドアジュニアATPチーム

ms14 11 藍澤恵大 桜田倶楽部

ms14 12 鈴木響 成城ジュニアテニスアカデミー

ms14 13 中川惠善 ブリヂストンテニスハウス新所沢

ms14 14 溝口尊 TENNIS　SUNRISE

ms14 15 岡野慶汰 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ

ms14 16 新保翔梧 NJテニスクラブ

ms14 17 工藤悠希 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ

ms14 18 伊佐祐舞 ケンズテニススクール海浜幕張

ms14 19 林慧 H.Y.S.

ms14 20 大堀嵩裕 成城ジュニアテニスアカデミー

ms14 21 渥美重太郎 成城ジュニアテニスアカデミー

ms14 22 渕野大翔 成城ジュニアテニスアカデミー

ms14 23 髙野秀伍 VIP　TENNIS　ACADEMY



男子シングルス16歳以下

種目 ＮＯ 姓名 所属

ms16 1 中原悠翔 日本大学第三中学校

ms16 2 大熊櫂 桜田倶楽部

ms16 3 北爪爽斗 上野山テニススクール

ms16 4 吉田櫂 武蔵野ドームテニススクール

ms16 5 田口大貴 はちおうじ庭球塾

ms16 6 河崎颯汰 S.ONEグリーンテニスクラブ

ms16 7 和田一輝 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ

ms16 8 福田遥琉 むさしの村ローンテニスクラブ

ms16 9 杉山広侑 CSJ

ms16 10 安達海翔 松原テニスクラブ印西

ms16 11 戒田隆隼 MJTA

ms16 12 長谷川慎 むさしのローンテニスクラブ

ms16 13 宮澤聡祐 フミヤエース市川テニスアカデミー

ms16 14 伊藤亘 ノア・インドアステージ国分寺

ms16 15 永井蒼大 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ

ms16 16 加藤拓海 レニックステニススクール

ms16 17 東浬玖 千葉県テニス協会

ms16 18 栗田拓実 teamHERO

男子シングルス18歳以下

種目 ＮＯ 姓名 所属

ms18 1 北山陽斗 日本大学第三中学

ms18 2 白石夏輝 ALWAYS TENNIS SCHOOL

ms18 3 駒井晴人 川越東高校

ms18 4 林陽太 MAT前橋テニスアカデミー

ms18 5 山口裕太 昭和の森ジュニアテニススクール

ms18 6 小林マーカス Team Satellite　さくら野火止

ms18 7 村瀬優心 川越東高校

ms18 8 橋本輝星 コスモテニスカレッジ

ms18 9 宮本喜一 麻布

ms18 10 夏目晴生 麻布高校


