
第8回 Miyoshiジュニアチャレンジカップ 冬

ジュニアランキング：２０２０年１１月末発表

男子シングルス12歳以下 男子シングルス14歳以下

種目 ＮＯ 姓名 所属 種目 ＮＯ 姓名 所属

ms12 1 長谷川諒輔 狛江インドアジュニアATPチーム ms14 1 小池路志吾 Team REC

ms12 2 天野雄太 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ ms14 2 佐野慧 MTSテニスアリーナ三鷹

ms12 3 丸山陽大 Team YUKA ms14 3 矢野優考 ＴＣ大井ファミリー

ms12 4 平田十真 Team YUKA ms14 4 豊田晟大 桜田倶楽部

ms12 5 三浦尚輝 ラディアンステニスアカデミー ms14 5 ユリツァ志門 新座ローンテニスクラブ

ms12 6 志澤朔弥 BEAT TENNIS CLUB ms14 6 金川桂斗 VIP TENNIS ACADEMY

ms12 7 丸山楓湊 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS ms14 7 酒井楓 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ

ms12 8 加賀美潤 ACE Tennis Club ms14 8 高橋遼 桜田倶楽部

ms12 9 川上拓真 リバーテニススクール ms14 9 高井優有 狛江インドアジュニアATPチーム

ms12 10 立花涼 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ ms14 10 柳宏優 MAT Tennis Academy

ms12 11 山本慶太郎 桜台庭球塾 ms14 11 片桐卓哉 武蔵野ドームテニススクール

ms12 12 江口恵叶 レイムテニスセンター ms14 12 川井小太郎 善福寺公園テニスクラブ

ms12 13 深澤創一郎 ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ms14 13 泉大夢 与野テニスクラブ

ms12 14 田鶴真大 リバーテニススクール ms14 14 田口峻大 Fテニス

ms12 15 風間雄貴 あいテニスクラブ ms14 15 山口直人 グリーンテニスプラザ

ms12 16 中田琉生 Smile Tennis College ms14 16 井上悠 桜台庭球塾

ms12 17 浅見雄蔵 ニッケコルトンテニスガーデン ms14 17 鈴木雄介 SHOW.T.P

ms12 18 寺内龍大 テニスアカデミーSECG ms14 18 奈良恒輝 グリーンテニスプラザ

ms12 19 佐藤政宗 クリエイトTA ms14 19 前林拓弥 Ampersand tennis Academy

ms12 20 鹿内遥介 三菱養和テニススクール ms14 20 入倉嶺 荏原SSC

ms12 21 内藤未磨 コートピア大泉テニスクラブ ms14 21 南部透 荏原SSC

ms12 22 木村莉仁 さくら野火止テニスアカデミー ms14 22 田村爽 ひろせテニススクール

ms12 23 飯塚晴喜 グリーンテニスプラザ ms14 23 七田猛 荏原SSC

ms12 24 片庭湊 守谷テニスクラブ ms14 24 有賀俊 イースタンテニススクール

ms12 25 佐藤温馬 Ken’sテニスパーク海浜幕張 ms14 25 大熊櫂 桜田倶楽部

ms12 26 川口夏椰人 フェアリーテニスフォーラム ms14 26 遠藤惺斗 H.Y.S

ms12 27 林優成 橘テニスアカデミー ms14 27 宮坂海莉 あたごテニスクラブ

ms12 28 菊地優誠 厚木国際テニスクラブ ms14 28 近野司樹 龍Tennis

ms12 29 藤田湊 さくら野火止テニスアカデミー ms14 29 木瀬柊真 CSJ

ms12 30 大塚仁一朗 NJテニスクラブ ms14 30 村岡優羅 Fテニス

ms12 31 日野陽介 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ ms14 31 鈴木淳汰朗 宇都宮サンテニスクラブ

ms12 32 熊谷航 TAI Tennis School ms14 32 坂本光成 東京都テニス協会

男子シングルス16歳以下 男子シングルス18歳以下

種目 ＮＯ 姓名 所属 種目 ＮＯ 姓名 所属

ms16 1 末尾晃人 あじさいMTCアカデミー ms18 1 増田真吾 TENNIS SUNRISE朝霞

ms16 2 藤本海智 宇都宮サンテニスクラブ ms18 2 勝田匠 日本大学第三高等学校

ms16 3 太田理斗 エストテニスクラブ ms18 3 中台凱翔 霞ヶ浦高校

ms16 4 小島凛 桜田倶楽部 ms18 4 山本律 浦和学院高校

ms16 5 飯野慶人 チサンテニスクラブ岡部 ms18 5 岡部悠希 日本大学第三高校

ms16 6 海野拓音 ウエスト横浜テニスクラブ ms18 6 塚本駿太 東洋大附属牛久高校

ms16 7 寺内大志 京王赤城テニスアカデミー ms18 7 島巡巧海 霞ヶ浦高校

ms16 8 宮崎馨伸 三芳ジュニアテニスアカデミー ms18 8 廣池泰河 秀明英光高等学校

ms16 9 藤川泰成 さくら野火止テニスアカデミー ms18 9 福島奎汰 フミヤエース市川

ms16 10 山本翔太郎 荏原SSC ms18 10 瀬尾涼斗 smile tennis college

ms16 11 渡邉大善 Ampersand Tennis Academy ms18 11 大熊樂 桜田倶楽部

ms16 12 石井瑛介 Team YUKA ms18 12 大山幹郎 SOL Tennis College

ms16 13 小山マキシ 東急あざみ野テニスガーデン ms18 13 久保田洋夢 日本大学第三高校

ms16 14 大澤拓真 東急あざみ野テニスガーデン ms18 14 真中翔楊 足利大学附属高校

ms16 15 渡邉琉晟 南六郷中学校 ms18 15 吉村玲音 日本大学第三高校

ms16 16 谷城凜久 三菱養和テニススクール ms18 16 武田昂祐 霞ヶ浦高校

ms16 17 黒瀬鷹来 N・CSP ms18 17 井實優斗 三菱養和テニススクール

ms16 18 三浦寛太 ノア・インドアステージ国分寺 ms18 18 安藤凱 G.S.T.A

ms16 19 古関慶太 志津テニスクラブ ms18 19 平田理央 緑ヶ丘テニスガーデン

ms16 20 稲本琳緒 SYSテニスクラブ ms18 20 富山倖 ラディアンステニスアカデミー

ms16 21 中島結一郎 三芳ジュニアテニスアカデミー ms18 21 齋藤翼 荏原SSC

ms16 22 片山真吾 楠クラブ ms18 22 吉澤流来 荏原SSC

ms16 23 田口裕規 京王赤城アカデミー ms18 23 池本叶羽 ブリヂストンテニスハウス新所沢

ms16 24 髙橋朝陽 ノア・インドアステージ国分寺 ms18 24 青木康登 宇都宮テニスクラブ

ms16 25 谷光流 武蔵野ドームテニススクール ms18 25 ディリマー海 たちかわジュニアテニスアカデミー

ms16 26 手塚祐麻 マキシマムスポーツマインド ms18 26 泉浩大 与野テニスクラブ

ms16 27 和田晄征 S.ONEグリーンテニスクラブ ms18 27 新井颯太 埼玉平成高校

ms16 28 渡部芽吹 東急あざみ野テニスガーデンテニススクール ms18 28 鈴木隼人 ビッグK

ms16 29 小俣智己 京王赤城アカデミー ms18 29 村崎太樹 Val

ms16 30 加澤悠真 フミヤエース市川テニスアカデミー ms18 30 八木響 たちかわジュニアテニスアカデミー

ms16 31 笹田尚寛 京王赤城アカデミー ms18 31 中尾凌誠 INABA T.S.

ms16 32 鈴木遼央 TEAM YONEZAWA町田 ms18 32 今仲晴哉 フミヤエース市川テニスアカデミー



第8回 Miyoshiジュニアチャレンジカップ 冬

ジュニアランキング：２０２０年１１月末発表

女子シングルス12歳以下 女子シングルス14歳以下

種目 ＮＯ 姓名 所属 種目 ＮＯ 姓名 所属

ws12 1 本間苺花 Team YUKA ws14 1 土屋紗菜 はちおうじ庭球塾

ws12 2 佐脇京 東京都テニス協会 ws14 2 丹羽恵里佳 有明ジュニアテニスアカデミー

ws12 3 山田悠乃 桜台庭球塾 ws14 3 戎谷美咲 志津テニスクラブ

ws12 4 川又彩乃 荏原SSC ws14 4 長谷川佳香 美浜テニスガーデン

ws12 5 陳佳慧 レニックステニススクール ws14 5 谷口翼 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ

ws12 6 竹本彩花 ビッグK ws14 6 有馬璃音 K-TENNIS TRAINING

ws12 7 中島もえ香 桜台庭球塾 ws14 7 三木千宙 D-tennis.

ws12 8 冨澤らん グリーンテニスプラザ ws14 8 神村京花 善福寺公園テニスクラブ

ws12 9 嶋崎葡乃花 Sanyu Tennis ws14 9 本田莉々香 H.Y.S

ws12 10 鈴木裟羅 昭和の森テニススクール ws14 10 吉田紗良 TEAM YONEZAWA横浜

ws12 11 田﨑惠万 アウリンテニスクラブ ws14 11 折原若奈 H.Y.S

ws12 12 佐々木紬 S.ONEグリーンテニスクラブ ws14 12 中島杏子 東京都テニス協会

ws12 13 江上陽菜 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS ws14 13 中澤実花 スプレッドテニスクルー

ws12 14 北村莉々 狛江インドアジュニアATPチーム ws14 14 渡邉萌香 ロイヤルテニスクラブ

ws12 15 大川さくら 昭和の森ジュニアテニススクール ws14 15 瀧野塔子 高崎テニスクラブ

ws12 16 小武海愛唯 はちおうじ庭球塾 ws14 16 加藤仁菜 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ

ws12 17 熊倉怜子 初石テニスクラブ ws14 17 小佐々仁愛 与野テニスクラブ

ws12 18 石島彩七 荏原SSC ws14 18 橋本結衣 あたごテニスクラブ

ws12 19 小川実夏 リビエラ逗子マリーナテニススクール ws14 19 奥本紗菜 桜台庭球塾

ws12 20 小澤梨杏 Sanyu Tennis ws14 20 小菅美緒 ICHIKATSU TENNIS ACADEMY

ws12 21 川鍋梨心 有明JTA ws14 21 吉川あかり 京王赤城アカデミー

ws12 22 鳥居寧々 VIP TENNIS ACADEMY ws14 22 小笠原百香 レニックステニススクール

ws12 23 中原涼 YSC ws14 23 末次遥 シードテニスクラブ

ws12 24 稲本このか 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ ws14 24 柴崎ハル H.Y.S

ws12 25 若月凜 Watanuki Tennis Academy ws14 25 小島叶子 昭和の森JTS

ws12 26 有賀やよい イースタンテニススクール ws14 26 山本敦穂 Sanyu Tennis

ws12 27 栗原杏 鵠沼平本ガーデンコート ws14 27 関口遥妃 鴻巣グリーンテニスクラブ

ws12 28 村井絢香 桜台庭球塾 ws14 28 小杉梨緒 狛江インドアジュニアATPチーム

ws12 29 清水眞衣 テニスランド上尾 ws14 29 石黒ここみ T tennis academy

ws12 30 高橋亜李沙 東京都テニス協会 ws14 30 古谷はんな 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ

ws12 31 遠藤結花 SYT月見野テニススクール ws14 31 小成咲那 吉田記念テニス研修センター

ws12 32 前嶋夏実 BEAT TENNIS CLUB ws14 32 Laxerありあ 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ

女子シングルス16歳以下 女子シングルス18歳以下

種目 ＮＯ 姓名 所属 種目 ＮＯ 姓名 所属

ws16 1 岩佐南美 東京都TA ws18 1 白石真里名 宇都宮ＴＣ

ws16 2 齋藤志葵 たちかわジュニアテニスアカデミー ws18 2 大野里紗 京王赤城A

ws16 3 松井絵磨 コートピア大泉テニスクラブ ws18 3 丹下愛菜 浦和麗明高校

ws16 4 関野愛子 BEAT TENNIS CLUB ws18 4 松村羽奈 コートピア大泉テニスクラブ

ws16 5 滝口莉珠 アクロステニスアカデミー ws18 5 横田真央 ETC

ws16 6 添田ゆう 大磯テニスアカデミー ws18 6 金丸日菜子 桐蔭学園高校

ws16 7 小島陽菜 東京都TA ws18 7 橋本沙耶 H.Y.S

ws16 8 河野文音 ひろせテニススクール ws18 8 小安穂果 たちかわJTA

ws16 9 瀬尾朱里 smile tennis college ws18 9 村山ひみか サムライPAL

ws16 10 井上杏咲 三芳ジュニアテニスアカデミー ws18 10 石丸愛海香 アクロステニスアカデミー

ws16 11 飯田紗帆 厚木国際テニスクラブ ws18 11 伊東杏菜 毎日庭球日

ws16 12 高橋杏奈 アクロステニスアカデミー ws18 12 桂あい ICHIKATSU TENNIS ACADEMY

ws16 13 宮本遙 Sanyu Tennis ws18 13 水村藍 SYT月見野テニススクール

ws16 14 土井悠愛 昭和の森テニススクール ws18 14 野口楓 SOL Tennis College

ws16 15 入江咲希 昌平中学校 ws18 15 福渡葵 武蔵野ドームテニススクール

ws16 16 岡田あやめ SSAテニスガーデン綾瀬 ws18 16 ラーマン杏奈 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ

ws16 17 大川あい 昭和の森ジュニアテニススクール ws18 17 藤縄夏海 善福寺公園テニスクラブ

ws16 18 黒木菜穂子 京王赤城A ws18 18 田巻藍 狛江インドアジュニアATPチーム

ws16 19 熊谷優菜 TAI Tennis School ws18 19 中村菜花 あざみ野ローンテニスチーム

ws16 20 岡田莉奈 宇都宮サンテニスクラブ ws18 20 三好由珠 桜田倶楽部

ws16 21 齋藤るりあ 殿山テニスガーデン ws18 21 寺谷彩夏 桜台庭球塾

ws16 22 住友希 T.T.LBRL ws18 22 早川菜々美 あじさいMTCアカデミー

ws16 23 井上花帆 Sanyu Tennis ws18 23 横山真都 千葉敬愛高校

ws16 24 厚木桜花 Fテニス ws18 24 若杉沙羅 桜台庭球塾

ws16 25 眞喜志悠乃 小田急はたのテニスガーデン ws18 25 高村英果 あたごテニスクラブ

ws16 26 峰島里奈 サトウGTC ws18 26 伊東磨希 TENNIS SUNRISE 朝霞

ws16 27 明本環菜 クリエイトTA ws18 27 笠原恵美 町田ローンテニスクラブ

ws16 28 中田瑞歩 TC大井ファミリー ws18 28 前田結貴 TAI Tennis School

ws16 29 渡邉実耶 明和テニスクラブ ws18 29 岩佐菜々心 東京都TA

ws16 30 百田優季 桜田倶楽部 ws18 30 藤井愛瑠 H.Y.S

ws16 31 石島侑寿 レニックステニススクール ws18 31 仙波美月 吉田記念テニス研修センター

ws16 32 小野田桜花 上尾テニスクラブ ws18 32 溝口瑠維 T-1インドアテニスクラブ


