
令和 3年 7月 6日 

関係各位 

愛知県テニス協会  

ジュニア委員会 

 

２０２１ Ｕ１５全国選抜ジュニアテニス選手権大会（第４０回中牟田杯）東海地域予選 

愛知県選手 選考結果 

 

 当該年齢の６/３０付愛知県ジュニアポイントランキングの順（ダブルスはエントリーされた中から

ランキング順）に選考した結果、以下の選手が選考されました。出場する選手は、申込用紙と振込受領

証のコピーを同封の上、7月１２日（月）必着で愛知県テニス協会へ郵送して下さい。 

（申込用紙不足の場合は、コピーをしてください） 

補欠で選考された選手は、申込用紙のみ郵送してください。 

 ダブルスについては既に申込用紙を頂いているため、お金の振込と受領証のコピーを郵送ください。 

 

参加料  単複各４,３００円(４,０００円+ﾜﾝｺｲﾝ制度金１００円+JPIN 運営経費２００円） 

振込方法 参加料は郵便振替にてお支払いください。 

最寄りの郵便局で備え付けの払込取扱票（ブルー）に必要事項を記入してください。 

用紙の通信欄に大会名「中牟田杯」・選手名・種目・所属団体名を必ず記入してください。 

口座番号… ００８１０－９－４０８２８ 

加入者名… 愛知県テニス協会・ジュニア 

 

【シングルスの東海枠について】 

 ２０２１年東海中日ジュニア（７月２６日終了予定）迄の東海Ｊｒランキングで決定されます。東海

枠選手の繰り上げが、最大４名あります。繰り上がった選手には後日、参加決定通知と参加料の振込依

頼を連絡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

男子シングルス 女子シングルス 

１ T0107 坂本 怜 チェリーＴＣ 

２ T0005 富田 悠太 チェリーＴＣ 

３ T0007 熊田 健斗 ロングウッド 

４ T0021 池田 陽凪大 テニスラウンジ 

５ T0068 後藤 章一郎 チェリーＴＣ 

６ T0037 北根 弘基 名古屋ＬＴＣ 

７ T0001 三木 捷照 名経大市邨中学 

補欠１ U0057 内田 真翔 チェリーＴＣ 

補欠２ U0002 新実 剛生 西尾ＬＴＣ 

補欠３ X0040 松岡 朔杜 チェリーＴＣ 

補欠４ U0061 水野 晴貴 名経大市邨中学 

補欠５ U0054 新井場 亮輔 チェリーＴＣ 

補欠６ U0045 三宅 道之介 h2 エリート TA 

補欠７ T0057 水野 創太 瑞陵高校 

１ T0514 津田 梨央 ウィルＴＡ瀬戸 

２ T0522 成田 百那 team-N.1 

３ T0501 高田 知穂 椙山女学園高 

４ T0508 友松 あみ テニスラウンジ 

５ U0503 大江 真央 テニスラウンジ 

６ T0521 清水 葵 スポルトＴＡ 

７ X0511 駒田 唯衣 ＧＩＴＣ 

補欠１ T0607 杉村 優月 チェリーＴＣ 

補欠２ U0501 松川 翠結 竜美丘ＴＣ 

補欠３ T0513 渡邉 菜央 TEAM KOMADA 

補欠４ U0519 名倉 万稀 ロングウッド 

補欠５ V0522 上村 睦実 名古屋ＬＴＣ 

補欠６ T0515 木村 美柚 南山中女子部 

補欠７ U0504 青木 実紘 h2 エリート TA 

男子ダブルス 女子ダブルス 

１ T0005 富田 悠太 チェリーＴＣ 

T0107 坂本 怜 チェリーＴＣ 

２ T0181 家合 秀輔 TEAM KOMADA 

  T0182 家合 竜佐 TEAM KOMADA 

３ U0007 村上 蔵仁 名古屋ＬＴＣ 

  U0003 尾関 太陽 ロングウッド 

４ U0068 藤本 燦萄 ツクル Team Kei 

  U0041 太田 瑛主 グリーン&グリーン TC 

補欠１ T0068 後藤 章一郎 チェリーＴＣ 

    T0022 長野 晃大 チェリーＴＣ 

補欠２ T0057 水野 創太 瑞陵高校 

    T0094 日比野 悠太郎 ロングウッド 

補欠３ V0003 松本 経 名古屋ＬＴＣ 

    V0004 松本 快 名古屋ＬＴＣ 

１ T0712 香川 眞子 愛知啓成高校 

T0501 高田 知穂 椙山女学園高 

２ T0513 渡邉 菜央 TEAM KOMADA 

  T0607 杉村 優月 チェリーＴＣ 

３ T0522 成田 百那 team-N.1 

  T0514 津田 梨央 ウィルＴＡ瀬戸 

４ T0551 加藤 優芽 聖霊高校 

  U0509 内山 あかり ウィルＴＡ瀬戸 

補欠１ T0577 前田 彩晴 佐々ＪＴＳ 

    T0507 甲斐 優花 CROSS ROAD 

補欠２ U0542 加藤 己結 CIAO テニスクラブ 

    U0534 三岡 叶 椙山女学園中学 

補欠３ T0508 友松 あみ テニスラウンジ 

    T0521 清水 葵 スポルトＴＡ 

 

 

 


