
MUFG JUNIOR TENNIS TOURNAMENT FOR THE WORLD CHALLENGE 2021

★Ｇ３B・海外派遣日本代表選手選考会・茨城県予選大会

期 日： 令和3年1月9日（土），10日（日），予備日16日（土）

会 場： 筑波北部公園テニスコート(全天候型ハードコート)
〒300-3266 茨城県つくば市北原1
℡ 029-864-4582

主 催： 茨城県テニス協会

公 認： 関東テニス協会

主 管： 茨城県テニス協会ジュニア委員会



特 別 協 賛

株式会社三菱UFJ銀行

協 賛

株式会社ジャックス

株式会社ダンロップスポーツマーケティング

スーパースポーツゼビオ　イーアスつくば店

報 道 協 力

朝日新聞社

茨城新聞社

毎日新聞社

読売新聞社

（五十音順）



大会役員

大 会 会 長 黒澤　弘忠

大 会 副 会 長 亀村　正子

大 会 顧 問 高橋　酉蔵 久保田　護 勝田　茂 保坂　和 保坂　嘉男

直井　啓吾 掛札　岩男 三国　晃 星　通

大 会 委 員 長 坂田　寛

大会副委員長 宗像　信二 渡邊　義孝 沼尻　満男

大 会 委 員 白戸　元文 萩谷　弘道 中野　雅一 加治　芳行 福田　民雄

石原　保彦 五十嵐　貴裕 冨田　真智子 吉成　眞一 荒川　貴行

沼田　英明 廣瀬　博 新里　真由美

大会運営委員長 沼尻　満男 （ジュニア委員長）

運営役員

トーナメントディレクター 小神野　英男

ｱｼｽﾀﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 大滝　慶人

トーナメントレフェリー 上田　憲太郎

アシスタントレフェリー 野本　由美子

競 技 委 員 石川　貴之 平野　徳浩 木村　邦子　 濵口　誠巳 宇都宮　英士

沼尻　利政 寺澤　和代 石島　啓 佐藤　匡宏



MUFG2021茨城県大会TP

BS 16-本戦
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選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

     

1 Ｍ129166   ＣＳＪ 早田 匡成 [1]  決勝 早田 匡成 [1]

     早田 匡成 [1] 早田 匡成 [1]

2     Bye 1   海野 優輝 [3] 8-2

      早田 匡成 [1]

3 M129283   Asch T.A 堤 健太郎  8-3 3位決 中村 颯人 [4]

     堤 健太郎  中村 颯人 [4]

4 M129278   結城TC 鉄羅 友喜 8-4  近野 豪樹 [2] 9-7

      早田 匡成 [1]

5 M691476   三笠TS 人見 優樹  8-0

     人見 優樹  

6 M690642   NJTC 高橋 京蔵 8-4  

      梅田 優翔

7 M129280   KCJTA 鈴木 伸治  8-2

     梅田 優翔  

8 M129258   ＣＳＪ 梅田 優翔 8-3  

      早田 匡成 [1]

9 M130759   霞ヶ浦高 上方 拓真  8-1

     上方 拓真  

10 M156497   エースＴＡ 菊池 桜牙 8-2  

      上方 拓真

11 M693837   茗溪中 西山 紘章  8-0

     並木 友哉  

12 M129210   KCJTA 並木 友哉 8-2  

      上方 拓真

13 M172160   三笠TS 田口 奏斗  8-3

     田口 奏斗  

14 M693847   守谷ＴＣ 小橋 祐太 8-5  

      川村 日冴 [6]

15 M172282   三笠TS 檜山 魁  8-0

     川村 日冴 [6]  

16 M129120   Fun to Tennis 川村 日冴 [6] 8-6  

      早田 匡成 [1]

17 M129154   エースＴＡ 中村 颯人 [4]  8-4

     中村 颯人 [4]  

18     Bye 3   

      中村 颯人 [4]

19 Ｍ129176   Ｔ－1 黛 志温  8-1

     黛 志温  

20 M693145   Team104 三俣 慶弥 8-2  

      中村 颯人 [4]

21 M129276   エースＴＡ 穐澤 優斗  8-2

     穐澤 優斗  

22 M690617   NJTC 比留川 梁 w.o.  

      岡本 朔門

23 M129152   茗溪中 守時 吏桜  8-0

     岡本 朔門  

24 M129212   エースＴＡ 岡本 朔門 8-2  

      中村 颯人 [4]

25 M129248   ABC　T・A 横戸 仁  8-3

     横戸 仁  

26 M129288   エースＴＡ 小薗井 悠聖 8-2  

      横戸 仁

27 M129180   KCJTA 遠峰 聖豊  8-4

     遠峰 聖豊  

28 M129255   NJTC 渡邊 知野 8-0  

      桜井 明日翔 [5]

29 M129287   エースＴＡ 穐山 丞  8-3

     穐山 丞  

30 M129194   ＣＳＪ 布谷 和樹 8-6  

      桜井 明日翔 [5]

31 M129174   MGTC 平元 陽人  8-0

     桜井 明日翔 [5]  

32 M129197   守谷ＴＣ 桜井 明日翔 [5] 8-1  



      早田 匡成 [1]

33 M129181   Fun to Tennis 野武 優希 [8]  8-2

     野武 優希 [8]  

34 M156493   KCJTA 遠峰 天伯 8-2  

      野武 優希 [8]

35 M693139   三笠TS 高須 平聖  8-1

     友田 楓月  

36 M691261   龍Tennis 友田 楓月 9-8(2)  

      原 令恩

37 M129168   Fun to Tennis 相沢 太郎  8-2

     堤 大和  

38 M129284   Asch T.A 堤 大和 8-1  

      原 令恩

39 M691036   KCJTA 渡部 佑希  8-1

     原 令恩  

40 Ｍ129206   Ｔ－1 原 令恩 8-2  

      海野 優輝 [3]

41 M129260   龍Tennis 杉山 由侑  8-2

     杉山 由侑  

42 M690649   NJTC 久保田 勇斗 8-0  

      杉山 由侑

43 M156532   KCJTA 栁生 大樹  8-6

     栁生 大樹  

44 M129427   エースＴＡ 穐山 佑理 9-8(0)  

      海野 優輝 [3]

45 M129199   東洋大牛久中 辻元 陸  8-1

     辻元 陸  

46 M129289   エースＴＡ 猪狩 遥斗 8-5  

      海野 優輝 [3]

47     Bye 4  8-0

     海野 優輝 [3]  

48 M129122   Un's JP 海野 優輝 [3]   

      海野 優輝 [3]

49 M129187   ABC　T・A 瀧崎 悠生 [7]  8-0

     瀧崎 悠生 [7]  

50 M129182   Fun to Tennis 清水 颯介 8-1  

      瀧崎 悠生 [7]

51 M129232   ＣＳＪ 加藤 蒼梧  8-5

     加藤 蒼梧  

52 M128763   龍Tennis 新井 晴也 8-1  

      坂口 聖英

53 M691757   茨城中 横田 響樹  9-7

     石井 柊平  

54 M690761   Asch T.A 石井 柊平 8-5  

      坂口 聖英

55 M156522   エースＴＡ 大井 一真  8-5

     坂口 聖英  

56 M129203   SEKIテニス 坂口 聖英 8-1  

      近野 豪樹 [2]

57 Ｍ128831   ＣＳＪ 入谷 洵利  8-3

     小林 潤生  

58 M690810   守谷ＴＣ 小林 潤生 8-3  

      小林 潤生

59 M129202   ＣＳＪ 木瀬 柊真  8-3

     福谷 優斗  

60 Ｍ129173   Ｔ－1 福谷 優斗 8-5  

      近野 豪樹 [2]

61 M129229   ＣＳＪ 杉山 広侑  9-7

     杉山 広侑  

62 M690652   NJTC 三宅 理仁 8-3  

      近野 豪樹 [2]

63     Bye 2  8-3

     近野 豪樹 [2]  

64 M129144   龍Tennis 近野 豪樹 [2]  
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1 F129363   NJTC 上坂 真菜 [1]  3位決 林 愛子

     上坂 真菜 [1] 林 愛子

2     Bye 1   関口 七映 8-2

      上坂 真菜 [1]

3 F693834   茗溪中 千原 紀子  8-3

     木村 彩音  

4 F129414   KCJTA 木村 彩音 8-1  

      上坂 真菜 [1]

5 Ｆ129393   東洋大牛久中 手川 薫子  8-2

     手川 薫子  

6 F156511   Asch T.A 春田 りり子 8-2  

      手川 薫子

7 F129417   Asch T.A 梛野 光  8-6

     野口 留衣  

8 F153760   ＣＳＪ 野口 留衣 8-6  

      上坂 真菜 [1]

9 F129364   ＣＳＪ 布谷 莉子 [3]  8-3

     布谷 莉子 [3]  

10     Bye 3   

      布谷 莉子 [3]

11 F156501   龍Tennis 近野 颯南  8-0

     田口 那菜  

12 F129416   Team104 田口 那菜 8-3  

      林 愛子

13 F129418   KCJTA 佐藤 亜紀  8-4

     佐藤 亜紀  

14 F156523   SEKIテニス 大関 那奈 8-3  

      林 愛子

15 F129897   龍Tennis 新井 彩月  8-2

     林 愛子  

16 F129371   サンスポーツ 林 愛子 8-0  

      上坂 真菜 [1]

17 F129384   ＣＳＪ 竹内 悠浬  8-2

     竹内 悠浬  

18 F690955   並木中等 西塚 瑞希 8-2  

      竹内 悠浬

19 F129407   ＣＳＪ 土井 絢愛  8-5

     石井 遙  

20 F129402   Fun to Tennis 石井 遙 8-5  

      竹内 悠浬

21 F129386   龍Tennis 渡辺 陽子  8-3

     渡辺 陽子  

22 Ｆ129385   東洋大牛久中 高橋 遥華 8-1  

      鈴木 宙奈 [4]

23     Bye 4  8-1

     鈴木 宙奈 [4]  

24 F129390   東洋大牛久 鈴木 宙奈 [4]   

      竹内 悠浬

25 F129408   KCJTA 関口 七映  8-3

     関口 七映  

26 F129398   ＣＳＪ 西谷 綾乃 8-3  

      関口 七映

27 F12930   エースＴＡ 成田 優月  9-8(1)

     本間 梓紗  

28 F129421   龍Tennis 本間 梓紗 8-4  

      関口 七映

29 F691037   KCJTA 渡部 結衣  8-6

     徳永 穏  

30 F129359   エースＴＡ 徳永 穏 8-2  

      徳永 穏

31     Bye 2  8-4

     山口 はんな [2]  

32 F129358   NJTC 山口 はんな [2]  


