
（主　　　催） 宮崎県テニス協会　ジュニア委員会

（後　　　援） 宮崎県女子テニス連盟

（期　　　日） 平成２４年４月２１日（土）生目の杜　予備日４月２８日（土）木花

（会　　　場） 生目の杜運動公園テニスコート

（種　　　目） 男女　各シングルス・ダブルス

（試合方法） １セットマッチ（６－６後　タイブレーク）　決勝のみ８ゲームマッチ

セットブレークルール（第１ゲーム終了後すぐにチェンジコート）

※日本テニス協会の諸規則によって行います。

※参加人数，天候，日程等により変更する場合があります。

（参加資格）　 本年度、宮崎県テニス協会に登録した団体に個人登録した者

（参  加  料）　　 シングルス　１，６００円　　ダブルス　１組　２，１００円(県ジュニアワンコイン制度対象大会)

（申込方法） 所定の申込用紙又は、エクセルファイルに必要事項記入し、郵送、メールでお申込みください｡
仮ドローは、メールにてクラブ代表者へ送ります。内容確認、関係者へ連絡願います。

※ 郵送を希望される方は、宛名を記入した返信用封筒（長３：12.0×23.5㎝）に９０円切手を貼り

同封してください。ＦＡＸでの送付はできませんので予めご了承ください。

締切日までに参加料が入金されないと､エントリーが無効となる場合があります。

（入金方法） ①現金書留

②郵便局振込み（振込み取扱票：用紙は郵便局）

口座番号　０１７８０－８－１３１７１７　　加入者名　宮崎県テニス協会ジュニア委員会

※通信欄に①大会名②申込クラブ③責任者名④入金内訳を記入してください。

（申し込み先） （郵送）〒８８０－８５４５     宮崎市山崎町浜山　シーガイアテニスクラブ内 宮崎県テニス協会

（ﾒｰﾙ） mtennis@mtennis.org

【問合せ先】 サンタハウスJr　岩田　誠　　電話　　090-8227-1715

（締め切り日） 平成２４年　３月　２２日（木）　午前中必着

（注意事項）　 天候不良の場合も各自で判断せず，必ず会場に集合すること。

※試合の円滑な運営に協力すること。

・オーダーオブプレーの控え選手で、番号の若い選手がボールを受け取る

・控え選手は、両者とも指定されたコートの後方で待機する。

・前の試合が終了したらすぐにコートに入る。（5分経過後は棄権となります）

・試合が終了したら、勝者がボール、スコアを本部に届ける。

※フェアプレーの精神を理解し，いついかなる時でも，スポーツマンシップにのっとった行動をとること。

（ルール・マナー等）「テニスルールブック」参照

平成２４年度　宮崎県ジュニアテニストーナメント

小学生の部　大会要項

※シングルス・ダブルスともに１人２試合以上出来るように組合わせしますので

     　　　　　 　たくさんの参加をお待ちしています。

*シングルスベスト４及びダブルス２位までの選手は中学生の部に出場できます。



（主　　　催） 宮崎県テニス協会　ジュニア委員会

（運営担当） サンタハウスTC＆MTF

（期　　　日） 平成２４年４月２１日（土）予備日４月２８日（土）

（会　　　場） 生目の杜運動公園テニスコート

（集合時間） AM８：３０受付　AM９：００試合開始

※生目の杜テニスコートは、AM８：３０以前にきても練習コートがありませんのでまず受付を　済ませ、コート設営

終了後に練習を行ってください。

（種　　目） 男女シングルス・ダブルス

シングルスベスト４及びダブルス２位までの選手は中学生の部　木花５/１９（土）・生目の杜２０（日）に出場できます。

（試合方法） 試合は、本戦・敗者戦ともに１セットマッチ（６－６後１２ポイントタイブレーク）デュースありで行います。

決勝及びダブルスは、 ８ゲームマッチにて行います。セットブレークルール/第１ゲーム終了後すぐにチェンジコート   

敗者戦は、本戦トーナメント終了時までとし、途中で打ち切りする場合がありますがご了承お願いします。

日本テニス協会の　諸規則によって行います。

（試合日程）

1 天候不良の場合も各自で判断せず，必ず会場に集合すること。

2 試合球　ダンロップフォート

3 テニスウエアを着用して下さい。

4 試合前のウォーミングアップはサービス４本のみとします。

5 試合の円滑な運営に協力すること。

・オーダーオブプレーの控え選手で、番号の若い選手がボールを受け取る。

・控え選手は、両者とも指定されたコートの後方で待機する。

・試合開始時、必ず対戦相手を確認する。

・前の試合が終了したらすぐにコートに入る。（5分経過後は棄権となります）
・試合が終了したら、勝者がボール、スコアを本部に届ける。

6 フェアプレーの精神を理解し，いついかなる時でも，スポーツマンシップにのっとった行動をとること。

7 天候等その他の事情により日程・試合方法が変更になる場合があります。

※ごみは必ず各自持ち帰ってください。また、各クラブでごみ袋を用意し、

　帰る際に会場周辺のごみ拾いをしてください。※会場・施設利用のマナーを厳守のこと。

仮ドローで名前・所属に誤字・訂正等がございましたら、恐れ入りますが印刷の都合上、

４月１７日(火)１９：００までに、下記へご連絡ください。

宮崎県テニス協会　FAX：0985-21-1312　メール：mtennis@mtennis.org
運営担当　サンタハウスTC　　岩田　誠　TEL&FAX0982-22-3892

                                                           MAIL:santa@santahouse.jp

※周辺の路上・駐車場では、練習（ラリー、ボレーボレー 等）をしない様にお願いします。

（大会注意事項）

平成２４年度　宮崎県ジュニアテニストーナメント

小学生の部　大会要項

種目 ４月２１日（土）

男子シングルス 本戦トーナメント決勝まで/敗者戦

男子ダブルス 本戦

女子シングルス 本戦トーナメント決勝まで/敗者戦

女子ダブルス 本戦

mailto:santa@santahouse.jp


県ジュニアトーナメント（小学生の部）   平成２４年４月２１日（土）　 男子シングルス組み合わせ

NO.

シード順位：①末吉鼓太朗②本田　嵩稀③中山　健仁④寺尾　友希

NO.

本戦

3 岩本　将弥 ロイヤルJｒ

4

bye

1 末吉鼓太朗 シーガイアＪｒ

2

合澤　彰朗 シーガイアＪｒ

5 久米　是志 ロイヤルJｒ

6 宮本　詠士

8 髙妻虎太郎

11 衛藤　直輝 小林Jr.

7 福元　崇斗 清武ジュニア

シーガイアＪｒ

9

14 黒田　永吉 ロイヤルJｒ

10 川辺　　航 住吉Ｊｒ

15 田中　大智 住吉Ｊｒ

13

シーガイアＪｒ

12 染矢　裕大 ロイヤルJｒ

楫原　大佑 シーガイアＪｒ

16 寺尾　友希

シーガイアＪｒ

bue

19

中山　健仁17

ロイヤルJｒ

宮本　卓実

３位

４位

24 稲田康太郎 ロイヤルJｒ

22 甲斐　一再 ロイヤルJｒ

※表彰用

日南ＴＣジュニア

20 下沖　響太

18

上別府　誠 チームミリオン

前田　直樹

25 坂田　空冴

よだきんぼJr

21

３位決定戦

23

シーガイアＪｒ

26 衛藤　陽輝 小林Jr.

27 柳田　尭彦 ロイヤルJｒ

28 郡　　葉生 ライジングサンＨＪＣ

29 小川　春斗 チームミリオン

30 岩田　　峻 サンタハウスJr

31 bye

32 本田　嵩稀 シーガイアＪｒ

男子シングルス １R ２R

廣瀬　倫弥 ＫＴＣＪｒ

シーガイアＪｒ

QF SF F

２位

３R ２R 1R敗者戦



県ジュニアトーナメント（小学生の部）   平成２４年４月２１日（土）　 女子シングルス組み合わせ

NO.

シード順位：①坂本　陽菜②矢野有紗美③郡　　芽菜④白谷　美佳

NO.

県ジュニアトーナメント（小学生の部）   平成２４年４月２１日（土）　 ダブルス組み合わせ

NO

末吉鼓太朗 シーガイアＪｒ

本田　嵩稀 シーガイアＪｒ

坂田　空冴 シーガイアＪｒ

合澤　彰朗 シーガイアＪｒ

NO

白谷美佳 ＫＴＣＪｒ

郡    芽菜 ライジングサンＨＪＣ

一政　帆海 ＭＴＦ

済陽笑美花 ミリオン

1 坂本　陽菜 シーガイアＪｒ

敗者戦 ３R ２R 1R 女子シングルス １R ２R QF SF F 本戦

2 bye 0

3 瀧本理紗子 日南ＴＣジュニア

4 隈元　友里 よだきんぼJr

6 一政　帆海 ＭＴＦ

5 梶浦　邑衣 住吉Ｊｒ

8 清　　莉緒 清武ジュニア

7 島田三紗子 ＭＴＦ

ライジングサンＨＪＣ

9 宮川　すず 日南ＴＣジュニア

10 岩本真理菜 ロイヤルJｒ

長友　美希 清武ジュニア

14 新地菜々子 イワキリＪｒ

11 白谷　美佳 ＫＴＣＪｒ

12 郡　　芽菜

15 泉田里紗子 住吉Ｊｒ

16 松田　　萌 日南ＴＣジュニア

18 川野　涼花 シーガイアＪｒ

17 長友　美久 清武ジュニア

21 山口明香里 小林Jr.

22 矢野有紗美 シーガイアＪｒ

19

１位

２位

B1

B2

A2

女子ダブルス

済陽笑美花 チームミリオン

前田　紗良 日南ＴＣジュニア

３位決定戦

※表彰用

２位

２位

３位

４位

１位

男子ダブルス

A1

20

13


