
MUFGエントリーリスト 9⽉27⽇
15歳以下男⼦シングルス

No. 姓 名 ランキング 所属団体 ステータス
1 横堀 陽太郎 6 JSSジャンボITS 本戦
2 伊藤 唯 8 東京学館新潟⾼等学校 本戦
3 阿部 陽来 12 東京学館新潟⾼等学校 本戦
4 加藤 ⼤暉 23 T&S新発⽥ITS 本戦
5 前川 翔柊 24 T&S新発⽥ITS 本戦
6 五⼗嵐 佑⽻ 25 YeLL 本戦
7 内⼭ 蓮 26 さくらテニスガーデン 本戦
8 菅野 翔希 29 東京学館新潟⾼等学校 本戦
9 近藤 晟⽃ 32 ⻑岡市TAジュニア教室 本戦

10 野尻 悠⽃ 39 BROS TC 本戦
11 佐藤 航瑛 40 YeLL 本戦
12 神林 奏 41 YeLL 本戦
13 浦澤 伊織 42 YeLL 予選
14 ⼩⽵ 尚勝 53 BROS TC 予選
15 堀川 朝陽 56 BROS TC 予選
16 ⽩井 佑樹 69 JSSジャンボITS 予選
17 ⽥中 絢翔 71 ファミリーITS 予選
18 加瀬 喜⼀郎 72 ファミリーITS 予選
19 佐藤 暉浦 74 柏崎JTS 予選
20 中静 禎 78 JSSジャンボITS 予選
21 ⽯野 ⽻琉 81 ファーストTA 予選
22 須⽥ 陽輝 83 さくらテニスガーデン 予選
23 ⼩⽊ 健太朗 84 ファミリーITS 予選
24 ⼟⽥ 悠真 86 ⻑岡北部Jr 予選
25 永楽 亮介 94 JSSジャンボITS 予選
26 ⼩出 諒⼈ 95 ファミリーITS 予選
27 浦川 凰雅 96 さくらテニスガーデン 予選
28 ⼩原 太地 106 ファミリーITS 予選
29 番場 駿 108 さくらテニスガーデン 予選
30 ⻄條 愛翔 108 ファーストTA 予選
31 古嶋 佑弥 108 ファーストTA 予選
32 尾花 悠翔 ⾒附市TA 予選
33 ⻘⽊ 潤之介 三条ファミリーTC 予選
34 朝⽇ 亮佑 BROS TC 予選
35 野⽥ 凰太朗 ⻑岡北部Jr 予選

※次のページに連絡事項あり要確認



15歳以下⼥⼦シングルス
No. 姓 名 ランキング 所属団体 ステータス

1 ⽯井 颯 12 新潟第⼀⾼等学校 本戦
2 ⽯⽥ 環 16 ファーストTA 本戦
3 ⽯⽥ 貴恵 20 ファーストTA 本戦
4 ⽯井 昊 25 新潟第⼀⾼等学校 本戦
5 渡邉 ⼼葉 25 YeLL 本戦
6 ⼩林 ⼼遥 29 YeLL 本戦
7 ⽯栗 麗夢 38 マリンブルーTS 本戦
8 ⼩柴 結⾐ 40 ⻑岡北部Jr 本戦
9 佐々⽊ 美早 47 T&S新発⽥ITS 本戦

10 ⽮島 叶歩 48 マリンブルーTS 本戦
11 嘉成 優亜 63 JSSジャンボITS 本戦
12 阿部 花 64 JSSジャンボITS 本戦
13 杉本 ⼩茉莉 65 さくらテニスガーデン 予選
14 ⼩⽊ ⿇央 68 ファミリーITS 予選
15 ⼩林 咲 69 ⻑岡蒼柴SC 予選
16 肥⽥野 唯 71 T&S新発⽥ITS 予選
17 ⼭⼝ 莉果 83 ⻑岡蒼柴SC 予選
18 上⽥ 夏萠 マリンブルーTS 予選

【連絡事項】
※ランキングの⾚字は他県からの編⼊ポイントを計算した順位
※本戦選⼿がウイズドロー（辞退）した場合、予選選⼿から繰り上がります。
※参考ランキングはRoad to ALL JAPAN 3rd 終了後のランキング
※予選ドローは10⽉3⽇以降、本戦ドローは予選終了後会場にて作成します。
※各⽇練習コート解放は全⽇程 ８：００から予定


