
1 渡辺勇大③ 福島 渡辺勇大③ 1 渡辺勇大② 福島 渡辺勇大②
2 小倉由嵩③ 大阪 三橋健也③ 2 三橋健也② 福島 三橋健也②

渡辺航貴② 埼玉 野村拓海③ 小倉由嵩② 大阪 小川佳汰②
三橋健也③ 福島 浅原大輔③ 奈良岡功大(中1) 青森 森岡秀斗②
安藤大地③ 愛知 小野寺雅之② 小川桂太② 埼玉 酒井健登②
杉本陽太③ 滋賀 岡村洋輝② 谷口雄祐② 福井 渡邉航貴①
野田悠斗③ 熊本 奥山晃輔③ 西野勝志② 愛媛 谷口拓実②
霜上雄一③ 熊本 山下恭平② 渡邉航貴① 埼玉 真川嵩平①
中村友哉③ 大阪 石塚凌大③ 岩永廉② 山口 渋谷光希①
大林拓真① 埼玉 鈴木康宏③ 大平洸輝① 埼玉 後藤駿斗①
山下恭平② 岡山 安藤大地③ 小林大吾② 福島 小倉由嵩②
西野勝志③ 愛媛 可児駿弥③ 仁平澄也① 埼玉 佐藤烈②
稻盛晃平③ 高知 谷口拓実③ 小本大佑(中3) 熊本 森園周冬②
田中佑貴③ 鹿児島 真川嵩平② 中嶋遼② 奈良 春成星哉②
松尾涼平③ 長崎 中川寛樹③ 山下恭平① 岡山 野村拓海②
吉村徳仁③ 富山 濱﨑　駿③ 山澤直貴② 福島 浅原大輔②
中島拓哉③ 大分 丸山優斗③
野村拓海③ 宮城 鈴木朋弥③
丸山優斗③ 宮城 上阪時歩③
玉田東季② 京都 岩永　廉③ 1 武井凜生(小6) 東京 2 後藤拓人(小6) 宮城
坂牧大地③ 北北海道 馬場浩市③
谷口雄祐③ 福井 新郷涼太③
中川正麻② 愛媛 渡辺俊和③
古屋 樹③ 山梨 緒方友哉③

春成星哉③ 宮崎 岡田幸樹③ 1 渡邉航貴② 埼玉 1 中山裕貴(中3) 埼玉
森園周冬③ 宮崎 佐久間亮輔③ 2 小野寺雅之② 埼玉 2 緑川大輝(中3) 埼玉
山川 連③ 三重 小倉由嵩③ 3 岡村洋輝② 埼玉 3 武井優太(中3) 埼玉
岩永 廉③ 山口 中村友哉③ 4 仁平澄也② 埼玉 4 宇治巧登(中3) 埼玉
武藤　響③ 茨城 二谷優吾③ 5 山澤直貴② 福島 5 一井亮太(中3) 岡山
本間稜人③ 青森 能戸孔太郎③ 6 本田大樹② 福島 6 加藤太基(中3) 北海道
齋藤輝希③ 青森 鍵谷由輝③ 7 金子真大① 福島 7 奈良岡功大(中2) 青森
唐津 駿③ 兵庫 谷口雄祐③ 8 久保田友之祐① 福島 8 川本拓真(中2) 広島

9 吉田昇永① 青森 9 河村翼(中2) 埼玉
10 鈴木雄治① 埼玉 10 秦野陸(中2) 北海道
11 大林拓真① 埼玉 11 池端元哉(中2) 熊本
12 小本大佑① 熊本 12  内野陽太(中1) 埼玉

1 古賀穂③ 福島 下農走③ 13 稲光翔太郎(中1) 福島
2 常山幹太③ 大阪 常山幹太③ 14 山下啓輔(中1) 福島

塚本光希③ 北海道 渡辺勇大② 15 吉村太成(中1) 熊本
桐田和樹③ 山口 三橋健也② 16 武田航太(中1) 新潟
下農走③ 大阪 小川桂汰②
藤井湧也③ 岡山 森岡秀斗②
西野勝志② 愛媛 塚本光希③
上村賢③ 千葉 武石優斗③

1 奈良岡功大(中2) 青森 武井優太(中3)

2 緑川大輝(中3) 埼玉 遠藤彩斗(中3)

中山裕貴(中3) 埼玉 佐野大輔
加藤太基(中3) 北海道 福村龍
楠航介 愛媛 新家陽介
石澤樹 新潟 木田能大
小野里大夢 東京 鈴木翔馬
江藤佑太 熊本 町田笙太郎

平成２７年度全日本ジュニア選手権大会　参加有資格者（男子）

ａ　27年度インターハイ　Ｓベスト３２　Ｄベスト１６
ｄ　26年度全日本ジュニア　①１年でＳベスト8　Ｄベスト4

　　　　　　　　　　　　 　　　　 　②中３でＳベスト16　Ｄベスト8

シングルス ダブルス シングルス ダブルス

1 福島 1 福島

3 2 宮城 3 2 埼玉

富山 宮崎

8 3
埼玉

8 3
埼玉

岡山 富山

Ｕ１９ Ｕ１６

茨城

大阪

北海道

福井

熊本 宮城
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宮城
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山口

京都
ｆ　日本協会推薦者

埼玉

16 8

愛知

16 8

山形

愛知 大阪

8 3
埼玉

北海道

ｃ　27年度全国中学　Ｓベスト８　Ｄベスト４

シングルス ダブルス

ｂ　26年度インターハイ　Ｓベスト８　Ｄベスト４

シングルス ダブルス

1 大阪

3 2 福島

1 埼玉

3 2 北海道

8 3
富山

埼玉



1 山口　茜③ 福井 志田千陽③ 1 川上紗恵奈② 福島 斉藤ひかり②
2 齋藤　栞③ 埼玉 小田菜摘② 2 仁平菜月① 福島 曽根夏姫①

荒木萌恵③ 千葉 山口　茜③ 荒木萌恵② 千葉 小野菜保②
大家夏稀② 石川 鈴木咲貴③ 大家夏稀① 石川 桃井伶美②
志田千陽③ 青森 徳能あすか② 東久留望② 石川 石橋舞②
安田美空③ 青森 保原彩夏② 松山奈未① 福岡 松山奈未①
川上紗恵奈③ 福島 石橋　舞③ 川島美南① 埼玉 永井瀬雰(中3)

上田麻未③ 高知 松山奈未② 樋口奈津樹② 熊本 由良なぎさ(中3)

西口涼子③ 埼玉 小野菜保③ 種岡遥② 富山 徳岡玲奈②
古賀菜々子② 佐賀 桃井伶実③ 清水一希② 宮城 畠中真奈美②

小林瑞季③ 大分 清水一希③ 池内萌絵② 島根 重田美空②
石橋麻美子③ 京都 小原凜々子② 齋藤栞② 埼玉 田島優乃華②

海老原詩織② 栃木 樋口奈津樹③ 吾妻咲弥① 福島 藤村沙妃②
池内萌絵③ 島根 泉映己子③ 永井瀬雰(中3) 福島 大家夏稀①
樋口奈津樹③ 熊本 有川友理奈② 高橋明日香(中3) 福島 石上加奈子①

青山栞子② 岡山 小沼みなみ② 水井ひらり(中2) 福島 横山恵里香①

田中沙季③ 香川 仁平菜月②
鴨下希穂③ 新潟 吾妻咲弥②
大友千種② 北北海道 石上加奈子②

水津優衣① 山口 横山恵里香② 1 杉山薫(小6) 茨城 2 大澤陽奈(小6) 東京
舟橋佳歩② 東京 伊東佑美③
山中菜乃子③ 香川 髙畑祐紀子③

関矢夕芽② 三重 藤村沙妃③
岡部　天② 千葉 大家夏稀②
清水一希③ 宮城 永田瑞稀② 1 仁平菜月② 福島 1 水井ひらり(中3) 福島
岩谷果歩③ 東京 岩永　鈴① 2 大家夏稀② 石川 2 小西春七(中3) 福岡
福島里彩③ 富山 米山麻美③ 3 松山奈未② 福岡 3 吉川真白(中3) 香川
内田有香② 山梨 種岡　遥③ 4 川島美南② 埼玉 4 齋藤夏(中3) 埼玉
岩永　鈴① 山口 荒木萌恵③ 5 海老原詩織② 栃木 5 吉田瑠実(中3) 埼玉
種岡　遥③ 富山 坂井朱里③ 6 曽根夏姫② 青森 6 明地七海(中3) 大阪

辻田つかさ③ 大阪 斉藤ひかり③ 7 髙橋明日香① 福島 7 福本真恵七(中3) 福島
保原彩夏② 宮城 曽根夏姫② 8 由良なぎさ① 福島 8 内山智尋(中2) 福島

9 永井瀬雰① 福島 9 木村百伽(中2) 岐阜
10 森沙耶① 青森 10 宮﨑淳美(中2) 埼玉
11 秋元未幸① 埼玉 11 貴田那菜子(中2) 京都
12 林樂① 埼玉 12 渡邉楠令帆(中2) 熊本

1 山口茜② 福井 尾﨑沙織③ 13 郡司莉子(中1) 神奈川
2 仲井由希乃③ 東京 川島里羅③ 14 森山紗帆(中1) 熊本

荒木萌恵② 千葉 清水望③ 15 中静朱里(中1) 福島
尾﨑沙織③ 埼玉 髙畑祐紀子② 16 奥本真愛(中1) 広島
荒木茜羽③ 青森 斉藤ひかり② 17 金廣美希(中1) 山口
十河茉由③ 香川 曽根夏姫①
山中芹里③ 京都 山口茜①
橋詰有紗③ 京都 鈴木咲貴③

1 水井ひらり(中3) 福島 福本真恵七(中3)

2 吉田瑠実(中3) 埼玉 佐藤杏
善家百合子 岡山 石田有彩
小西春七 福岡 髙木梨名
齋藤夏(中3) 埼玉 新井田楓
森優紗 東京 韮澤美羽
佐川智香 茨城 鈴木陽向(中2)

明地七海(中3) 大阪 大澤佳歩(中2)

平成２７年度全日本ジュニア選手権大会　参加有資格者（女子）

ａ　27年度インターハイ　Ｓベスト３２　Ｄベスト１６
ｄ　26年度全日本ジュニア　①１年でＳベスト8　Ｄベスト4

　　　　　　　　　　　　 　　　　 　②中３でＳベスト16　Ｄベスト8

シングルス ダブルス シングルス ダブルス

1 青森 1 青森

3 2 福井 3 2 石川

熊本 石川

8 3
宮城

8 3
福岡

福岡 福島

Ｕ１９ Ｕ１６

山口

富山

千葉

青森

千葉 兵庫
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福島
ジュニア新人の部　全国小学生ＡＢＣ（Ａの部）

兵庫

埼玉
ｆ　日本協会推薦者

石川

16 8

石川

16 8

大阪

宮城 福岡

8 3
青森

福井

ｃ　27年度全国中学　Ｓベスト８　Ｄベスト４

シングルス ダブルス

ｂ　26年度インターハイ　Ｓベスト８　Ｄベスト４

シングルス ダブルス

1 埼玉

3 2 埼玉

1 福島

3 2 富山

8 3
香川

埼玉


