
～エントリー頂きました皆様へ～
12/28～12/30の3日間、兵庫県青野運動公苑テニスコートにて開
催させて頂きます第22回ヨネックスチャレンジマッチ・強化合宿に
募集人数を大幅に超えるエントリーを頂きまして、誠にありがとう
ございました。要項にもご記載させて頂いておりますように全国・
地域大会の成績、地域性・年齢など様々な点を考慮させて頂き、
主催者でご選考させて頂きました。その点につきましてはご理解
頂きますようお願い申し上げます。（選考させて頂いた方からキャ
ンセルが出た場合にはお申込み頂きました方々へ随時、主催者
よりご連絡させて頂きます。）主催者からの連絡がない場合は補
欠選考の方が会場にお越し頂く必要はございません。なお、初日
のOP（オーダーオブプレー）につきましては12/25（水）までにラス
タットテニスクラブHP上にアップさせて頂く予定とさせて頂きます。
最後になりましたがエントリー頂きましたジュニア選手の皆様の
今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

ヨネックスチャレンジマッチ実行委員会



15才以下男子

1 武方　駿哉 WINNER 四国 ２０１９　ダンロップ全国選抜ジュニア　　U１４　ベスト１６

2 前田　晟明 高松北高校 四国 ２０１９　中牟田全国選抜ジュニア　U１５　ベスト６４

3 唐津　裕貴 トップラン 関西 ２０１９　全日本ジュニア　U１４　ベスト１６

4 渡邊　脩真 ラスタットTC 中国 ２０１９　RSK全国選抜ジュニア　ベスト１６

5 伊藤　拓 愛媛トレセン 四国 ２０１９　RSK全国選抜ジュニア　ベスト１６

6 藤本　理功 ラスタットTC 中国 ２０１９　RSK全国選抜ジュニア　ベスト３２

7 松田　悠晏 山田テニスクラブ 四国 ２０１９　全日本ジュニア　U１４　ベスト６４

8 熊野　宗太 チームラビット 四国 ２０１９　全国中学生大会　ベスト６４

9 吉田　壮汰 A&F 関西 ２０１９　近畿中学テニス大会　準優勝

10 角南　凌 ラスタットTC 中国 ２０１９　全国中学生大会　中国予選　ベスト８

11 市川　颯人 高知中学校 四国 ２０１９　ダンロップ全国選抜ジュニア　　U１４　四国予選　ベスト８

12 片山　新 たけかわTC 東海 ２０１９　全国中学生大会　ダブルス　ベスト８

WC 渡邊　颯真 ラスタットTC 中国 ２０１９　全日本ジュニア　U１６　岡山県予選　ベスト１６

WC 長尾　治紀 ラスタットTC 中国 ２０１９　全日本ジュニア　U１４　中国予選　ベスト１６

WC 廣瀬　由弥 TEAM K 関西 ２０１９　全日本ジュニア　U１４　関西予選　ベスト１６

WC 池田　陸音 たけかわTC 東海 ２０１９　全国中学校大会　東海予選　ベスト３２

補欠1 谷畑　幸洋 テンITF 関西 ２０１９　関西ジュニアサーキット　U１３　第１戦　ベスト４　

補欠2 鈴木　瑛翔 リアンテニスチーム 四国 ２０１９　ダンロップ全国選抜ジュニア　　U１４　四国予選　ベスト１６



15才以下女子

選手名 所属クラブ 所属地域 主な戦績

1 大平　一花 ローランギャロ 四国 ２０１９　中牟田全国選抜ジュニア　ベスト６４

2 堀家　那菜 丸亀TC 四国 ２０１９　中牟田全国選抜ジュニア　ベスト６４

3 安宅　日渚莉 ルーセントTA熊本 九州 ２０１９　中牟田全国選抜ジュニア　ベスト６４

4 二宮　茉子 Fun　To　Play　Tennis　Factory 東海 ２０１９　全日本ジュニア　U１４　ベスト６４

5 市原　小梅 フォーレスト 四国 ２０１９　全日本ジュニア　U１４　ベスト６４

6 中新ゆずりは ACE TC 関西 ２０１９　全日本ジュニア　U１４　ダブルス ベスト３２

7 古川　真琴 テニスアメニティー園田 関西 ２０１９　中牟田全国選抜ジュニア　関西予選　ベスト１６

8 山中　星空来 土佐中学校 四国 ２０１９　全日本ジュニア　U１４　四国予選　ベスト３２

9 市川　結菜 トップラン 関西 ２０１９　全日本ジュニア　U１４　関西予選　ベスト３２

10 森下杏 ACE TC 関西 ２０１９　 全日本ジュニア　U１４　関西予選　ベスト６４

11 山本　未来 名古屋LTC 東海 ２０１９　全国中学生大会　東海予選　ベスト３２

12 脇坂　香津 ACE TC 関西 ２０１８　田村杯冬季大阪ジュニア　　U１４　ベスト３２

補欠１ 小泉　茉子 ACイグナイト　 関西 ２０１９　兵庫県夏季ジュニアU１５　ベスト１６

補欠２ 選考中



13才以下男子

選手名 所属クラブ 所属地域 主な戦績

1 西山　大和 ラスタットTC 中国 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　　ベスト３２

2 糸嶺　昊樹 A&F 関西 ２０１９　全国選抜ジュニア　U１２　ベスト３２

3 宮本　浩弥 ラスタットTC 中国 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　　ベスト４８

4 竹本　時生 屋島TC 四国 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　　ベスト４８

5 柏木　捷太郎 JFTC 中国 ２０１９　全国小学生大会　ベスト６４

6 武井　真樹 A&F 関西 ２０１９ 全日本ジュニア　U１２　ダブルス ベスト１６

7 石綿　凌空 愛媛トレセン 四国 ２０１９　RSK全国選抜ジュニア　四国予選　ベスト４

8 濱永　佐介 愛媛トレセン 四国 ２０１９　RSK全国選抜ジュニア　四国予選　ベスト１６

9 宮﨑　颯大 鶴見緑地M.T.S 関西 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　関西予選　ベスト８

10 高田　倖暉 テニスアメニティー園田 関西 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　関西予選　ベスト１６

11 浜田　理壱 ラスタットTC 中国 ２０１９　RSK全国選抜ジュニア　中国予選　ベスト１６

12 額田　賢和 サン城陽TC 関西 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　関西予選　ベスト１６

WC 野々山　仁 津幡ジュニア 北信越 ２０１９　RSK全国選抜ジュニア　北信越予選　ベスト１６

WC 北根　弘基 名古屋ローンTC 東海 ２０１９　全日本ジュニア　U１４　東海予選　ベスト３２

WC 大浦  蒼唯 A&F 関西 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　関西予選　ベスト３２

WC 三木　捷照 TEAM　KOMADA 東海 ２０１８　全日本ジュニア　U12　東海予選　ベスト３２

補欠1 猪熊　惺太 丸亀TC 四国 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　四国予選　ダブルス　ベスト４

補欠2 清水端　海音 津幡ジュニア 北信越 石川県ランキング　U１４　１６位



13才以下女子

選手名 所属クラブ 所属地域 主な戦績

1 五藤　玲奈 ラスタットTC 中国 ２０１９　全国小学生大会　優勝

2 大江　真央 名古屋ローンTC 東海 ２０１９　全国小学生大会　ベスト４

3 田崎　菜々美 NoahTA垂水 関西 ２０１９　全国小学生大会　ベスト１６

4 小谷　心結 ノアTA神戸垂水 関西 ２０１９　全国小学生大会　ベスト３２

5 田住　星雛奈 HIRO　テニスカレッジ 四国 ２０１９　全国小学生大会　ベスト４８

6 保志場　美空 TEAM　KIT 北信越 ２０１９　RSK全国選抜ジュニア　北信越予選　ベスト４

7 小山　ほのり ラボキッズジュニア 関西 ２０１９　全日本ジュニア　U１４　関西予選　ベスト１６

8 内山　あかり ウィルTA瀬戸 東海 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　東海予選　ベスト１６

9 岩倉　李旺 小松ジュニアTC 北信越 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　北信越予選　ベスト３２

10 林優実奈 小松ジュニアTC 北信越 ２０１９　全日本ジュニア　U１４　北信越予選　ベスト３２

11 小山　みのり ラボキッズジュニア 関西 ２０１９　全日本ジュニア　U１４　関西予選　ベスト６４

12 河野　望奈 ラスタットTC 中国 ２０１８　全日本ジュニア　U１２　ベスト４

WC 加藤　優芽 ウィルTA 東海 ２０１９　全国中学生大会　団体戦出場

WC 杉村　リナ 土佐女子中学校 四国 ２０１９　全国中学生大会　四国予選　ベスト１６

WC 渡辺　ソフィア TEAM　STUFF 関西 大阪ランキング　２１位

WC 山本　実怜 TEAM　STUFF　蓑面 関西 大阪ランキング　２８位

補欠1 長尾　怜奈 TCコスパ八尾南 関西 大阪ランキング　３２位

補欠2 選考中



11才以下男子Ⓐ

選手名 所属クラブ 所属地域 主な戦績

1 三好　碧生 パブリックTE 関西 ２０１９　全国小学生大会  ベスト３２

2 駒田　瑛人 ラボキッズジュニア 関西 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　ダブルス　ベスト１６

3 川西　飛生 TEAM　KIT 北信越 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　ベスト４８

4 二條　慧太 アップデイト 四国 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　ベスト４８

5 尾崎　奏多 ラボキッズジュニア 関西 ２０１９　 関西ジュニアサーキット　第１戦 ベスト４

6 香川　荘太 PDT 四国 ２０１９　全国選抜ジュニア　U１２　　四国予選　ベスト８

7 源　拓真 ＴＥＡＭ　ＫＩＴ 北信越 ２０１９　全国小学生大会 北信越予選 ベスト８

8 住田　涼成 みなみ坂TS 中国 ２０１９　RSK全国選抜ジュニア　中国予選　ベスト３２

9 中川　琉成 ノアTA倉敷 中国 ２０１９　鳥取オープン　U１１　優勝

10 片山　咲風 ラスタットTC 中国 ２０１９　鳥取オープン　U１１　ベスト４

11 小野田　陽太 TC　ART 中国 ２０１９　全国小学生大会　中国予選　ベスト１６

12 桑原　羽右 ルーセントジュニアアカデミー 関西 ２０１９　全国小学生大会　関西予選 　ベスト１６

WC 浜田　響己 ラスタットTC 中国 ２０１９　全国小学生大会　中国予選　ベスト１６

WC 岩井　瑛杜 平群TA 関西 ２０１９　関西ジュニアサーキット第1戦 ベスト１６

WC 安藤　大貴 ルーセントジュニアアカデミー 関西 ２０１９　全国小学生大会　関西予選 ベスト３２

WC 西野　凌平 星田TC 関西 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　関西予選　ベスト64

11才以下男子Ⓑ

1 幡原　創 グリーンTS 中国 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　中国予選　ベスト３２

2 長谷川　和真 山口TA 中国 ２０１９　全国小学生大会　中国予選 　ベスト３２

3 栗田　昇栄 HIRO　テニスカレッジ 四国 ２０１９　徳島県秋季小学生大会　ベスト４

4 阿部　煌大 丸亀TC 四国 ２０１９　香川県ジュニアテニス大会　U１２　ベスト４

5 谷　陽平 佐保山テニスクラブ 関西 ２０１９　奈良県夏季ジュニア　U１１ ベスト４

6 河野　晃太 ラボキッズジュニア 関西 ２０１９　兵庫県夏季ジュニア　U１１ ベスト１６

WC 吉野　佑 佐保山テニスクラブ 関西 ２０１９　奈良県夏季ジュニア　U１１　ベスト１６

WC 加賀宇　亮佑 屋島TC 四国 ２０１９　全国小学生大会　香川県予選 ベスト１６

補欠１ 橋本　明篤 ラボキッズジュニア 関西 ２０１９　兵庫県夏季ジュニア　U１１ ベスト１６

補欠２ 松本　悠希 ノア倉敷 中国 ２０１９　島根OP　U１１　ベスト１６

補欠３ 谷　琉成 A&F 関西 ２０１９　兵庫県夏季ジュニア　U１１　ベスト３２

補欠４ 黒田　大晴 西宮TC 関西 ２０１９　兵庫県夏季ジュニア　U１１　ベスト３２

U11男子につきましては申込人数が多かった為、出場枠を拡大させて頂きました。その為、戦績を基準にⒶ・Ⓑグループに

分けさせて頂いておりますが欠場などが発生した場合は繰り上げさせて頂きます。ご理解の程、宜しくお願い致します。



11才以下女子

選手名 所属クラブ 所属地域 主な戦績

1 阿部　千春 丸亀TC 四国 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　ダブルス　ベスト２４

2 荒川　愛子 A&F 関西 ２０１９　 関西サーキット第２戦 優勝

3 池田　花珠 ラスタットTC 中国 ２０１９　島根OP　U１１　準優勝

4 高原　彩音 屋島TC 四国 ２０１９　全国選抜ジュニア　U１２　　四国予選　ベスト４

5 成澤　寿珠 TAクレセント京都 関西 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　関西予選　ベスト１６

6 坂元　七海 パブリックTE 関西 ２０１９　 関西サーキット第２戦 ベスト１６

7 樽床　風音 ラスタットTC 中国 ２０１９　全国選抜ジュニア　U１２　　中国予選　ベスト３２

8 前田　恵椛 FFTA　Nanao 北信越 ２０１９　RSK全国選抜ジュニア　北信越予選　ベスト３２

9 林　愛友奈 小松ジュニアTC 北信越 ２０２０　ダンロップ全国選抜ジュニア　U１２　出場予定

10 巽　日菜 サン城陽TC 関西 ２０１９　サマージュニア　U11　優勝

WC 田附　理子 サン城陽TC 関西 ２０１９　サマージュニア　ベスト１６

WC 西川　桃絆 PDT 四国 ２０１９　全日本ジュニア　U１２　四国予選　ベスト１６

補欠1 藤本　芽衣奈 ラスタットTC 中国 ２０１９　秋季島根OP　U１１　ベスト１６

補欠2 大口　心優 TEAM　KOMADA 東海 ２０１９　全日本ジュニア　愛知県予選出場


