第93回 関東ジュニアテニス選手権大会 選考結果
ダブルス
18歳以下男子ダブルス （枠：5）
3313041 村松 陸
東京学館浦安高
○
3313092 石井 涼太 INABA T.S.
3313494 三角 理旺 志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
○
3313257 末尾 拓翔 ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3312746 押野 斗威 初石ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
○
3312848 飯村 大也 ＴＴＣ
3313688 福島 琉汰 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川ＴＡ
○
3312936 渡辺 莞
ＴＴＣ
3313308 齋藤 航生 SOL Tennis College
○
3313567 鉄矢 朝大 ﾙﾈｻﾝｽ鷹之台TC

18歳以下女子ダブルス （枠：6）
3361565 猪瀬 瑞希 ＴＴＣ
○
3361651 進藤 万里依 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ
3361643 木村 菫
ＴＴＣ
○
3361609 長門 桃子 ＴＴＣ
3361538 飯村 美結 ＴＴＣ
○
3361675 多田 楓
ＴＴＣ
3361705 田中 日南乃 SOL Tennis College
○
3361585 丸 希星
成田高
3361720 山崎 郁美 志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
○
3361700 舩木 美莉 SOL Tennis College
3361520 益子 桃代 初石ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
○
3361856 太田 心
Ken'ｓNaritaJuniorProject
3361654 中根 美凜 ＴＴＣ
補1
3361561 中山 桜季 ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

16歳以下男子ダブルス （枠：8）
3313632 橋本 圭史 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川ＴＡ
○
3313735 山内 日斗 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川ＴＡ
3313182 飯田 康介 SYSﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
○
3313302 鹿川 湧生 Hills K-Nagatsuka TA
3313399 金田 拓渡 東京学館浦安高
○
3313555 中台 凱翔 ﾙﾈｻﾝｽ鷹之台TC
3313689 福島 奎汰 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川ＴＡ
○
3313218 大山 幹郎 SOL Tennis College
3313622 大房 陽向 BASIS
○
3313681 古姓 寛樹 ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3313420 吉田 朋弘 ＴＴＣ
○
3313421 吉田 昌弘 ＴＴＣ
3313790 砥綿 陸斗 ＴＴＣ
○
3313527 小清水 洸貴 ＴＴＣ
3313685 間宮 大遥 KION南市川
○
3313742 立石 翔大 志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

16歳以下女子ダブルス （枠：6）
3361719 齋藤 愛里沙 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ
○
3361855 木島 菜々花 Hills K-Nagatsuka TA
3361898 太田 南歩 SOL Tennis College
○
3361839 菊池 綾実 初石ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3361882 木村 萌々花 ＴＴＣ
○
3361801 古賀 彩花 ＴＴＣ
3361803 小林 杏香里 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ
○
3361916 岡本 璃南 SYSﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3361883 早川 菜々美 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ
○
3361877 兵藤 弥友羽 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ
3361899 冨樫 りさ子 ＩＮＡＢＡ T.S.
○
3361908 村山 ひみか ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ

14歳以下男子ダブルス （枠：9）
3314111 前田 透空 ＴＴＣ
○
3313838 土田 優人 SYSﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3313736 寺島 拓斗 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ
○
3313836 斉藤 白羽 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ
3313485 金田 晴輝 松原ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ印西
○
3313646 多田 歩純 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ
3314769 佐々木 智哉 ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
○
3313641 菊永 温
ﾒﾃﾞｨｶﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3313626 大岡 歩生 Hills K-Nagatsuka TA
○
3313623 大房 祐星 BASIS
3313906 長野 大輝 INABA T.S.
○
3313644 大森 瀬那 INABA T.S.
3314121 江川 侑寿 ｵｰﾙｻﾑｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
○
3313674 高橋 怜
Asch JTAM
3314346 岩井 一護 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ
○
3313676 多田 永悟 志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3313901 細野 暖
ＴＴＣ
○
3313294 齋田 大成 ＴＴＣ

14歳以下女子ダブルス （枠：4）
3361977 斉藤 咲希 SOL Tennis College
○
3361985 田邉 紗瑛 初石ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3362079 原 茉央
志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
○
3362050 藤田 真衣 志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3362018 齋藤 咲良 INABA.T.S
○
3361881 戸田 愛莉 INABA.T.S
3362029 吉川 春奈 ＴＴＣ
○
3361984 飯嶋 七菜 ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

12歳以下男子ダブルス （枠：6）
3313886 石橋 煌志 ＴＴＣ
○
3313904 中島 温大 志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3313908 大賀 凱仁 志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
○
3314116 長井 澄弥 SOL Tennis College
3314590 稲本 琳緒 SYSﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
○
3313984 岡本 瑞樹 SYSﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3314328 戸邉 悠真 SOL Tennis College
○
3313684 杉本 環
ﾛｲﾔﾙSCﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3313975 鈴木 佑
あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ
○
3314339 佐川 永遠 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ
3314386 川砂 恵悟 志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
○
3314613 古関 慶太 志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3314197 白石 海都 志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
補2
3314430 長谷川 新優 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ

12歳以下女子ダブルス （枠：4）
3362131 上方 璃咲 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ
○
3362287 稲場 らん
あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ
3362203 金子 紗英 ＴＴＣ
○
3362228 佐川 絢音 初石ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3362160 沼田 朱里 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ
○
2019三橋 柑愛 ｻﾑﾗｲﾃﾆｽ
3362255 戎谷 美咲 志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
○
3362209 儀同 美月 志津ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

