
（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＆ライジングサンHJC

（レフリー） 岩田　　誠

　

（期　　　日） 平成２５年　７月２０日（土）

（会　　　場） 県総合運動公園テニスコート　　

（集合時間） AM８：３０受付　AM９：００試合開始

（集合時間） AM８：３０受付　AM９：００試合開始

（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、高校生の部　木花８/１７（木）? １９（土）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   
コート面数が少ないため進行状況により敗者戦が出来ない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。

（試合球） ダンロップフォート

（試合日程）
種目

受付時間

PM１：００

（大会注意事項）

男子シングルス
男子ダブルス
女子シングルス

AM８：３０

本戦トーナメント・敗者トーナメントPM１：００女子ダブルス
AM８：３０

本戦トーナメント・敗者トーナメント
試合

７月２０日（土）

本戦トーナメント・敗者トーナメント
本戦トーナメント・敗者トーナメント

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。
・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、
７月１６日(火)１９：００までに、下記へご連絡ください。

（大会注意事項）

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。

平成２５年度　宮崎県ジュニアテニストーナメント
中学生の部　大会注意事項



県ジュニアトーナメント（中学生の部）   平成２５年６月２９日（土）　３０日（日） 男子シングルス組み合わせ

NO.２R 1R

よだきんぼJr 

QF SF

本戦

３R ４R

MTF

サンタハウス

久峰中

男子シングルス０１ １R ２R

黒木　元彰 BREAK　Ｊｒ

ミリオンJｒ

7 田口　皓太

9

10 小川　　翔

竹永　圭吾 BREAK　Ｊｒ

5 松本　大虎

6 崔　　愉信

8 榊 　　真哉

bye

1 春山　慶太 ライジングサンＨＪＣ

2

3 千葉　大喜 シーガイア

4

敗者戦

①

日南学園中学校

合澤　彰朗 シーガイア

22 シーガイア

梅田　　陸

シーガイア

畑中　歩夢 よだきんぼＪｒ

24

21

23

17

20 bye

18

末吉鼓太朗

甲斐　晴輝

サンタハウス16 長友　　悠

サンタハウス

坂田　空冴 シーガイア

19

黒水　将史

笛水中テニス部

15 天野　開翔 サンタハウス

13

谷畑　康生

12 長友　京介 高鍋西中

14 福永　巡航

稲田颯太郎

11

ロイヤルJｒ

MTF

豊國　想太 ＫＴＣＪｒ

31 郡　　葉生 ライジングサンＨＪＣ

32 由地　英徳 BREAK　Ｊｒ

29 斎藤　圭吾 広瀬中テニス愛好会

30 那須風之介 イワキリＪｒ

27 黒木　大輔 ライジングサンＨＪＣ

28 児玉　知樹 シーガイア

高鍋西中

合澤　彰朗 シーガイア24

26

25 高山　友也

ミリオンJｒ

34 岩満　春輝 よだきんぼＪｒ

橋口　兼也

35 曽根　由伸

石田　　光 BREAK　Ｊｒ

サンタハウス

36

33



NO. 男子シングルス０２ １R ４R３R２R

37 染矢　和仁 ロイヤルＪｒ

38 多田翔一郎 よだきんぼJr 

39 村脇　礼門 笛水中テニス部

40 甲斐　将太 サンタハウス

41 平岡　孝崇 イワキリＪｒ

42 稲田康太郎 ロイヤルJｒ

43 深田　大和 笛水中テニス部

44 福元　崇斗 ミリオンJｒ

45 竹之内大輝 ライジングサンＨＪＣ

46 上別府尚弘 ミリオンJｒ

47 深田　琉生 サンタハウス

48 三輪　拓実 高鍋西中

本田　嵩稀 シーガイア

QF SF1R

本戦敗者戦

２R

②

49 本田　嵩稀 シーガイア

50 柳田　　陵 サンタハウス

51 太田龍之介 イワキリＪｒ

52 新留　匠馬 高鍋西中

53 bye

54 小泉　亮太 シーガイア

55 徳丸　凌大 シーガイア

56 田上　　遼 よだきんぼJr 

57 田中　　翔 サンタハウス

58 前﨑颯太朗 広瀬中テニス愛好会

59 下沖　響太 よだきんぼJr 

60 岩田　　峻 サンタハウス

61 内野　拓馬 ミリオンJｒ

62 宮崎　真弥 MTF

シード順位：①春山　慶太②デン　正希③④末吉鼓太朗 小泉　亮太

①

62 宮崎　真弥 MTF

63 井之上拓巳 イワキリＪｒ

64 伊藤　　凌 高鍋西中

65 高橋　海羽 サンタハウス

66 小川　春斗 ミリオンJｒ

67 大久保圭祐 ロイヤルＪｒ

68 魚住　竜司 東大宮中

72 デン　正希 チームミリオン

69 海野　汰樹 高鍋西中

70 那須月之眞 イワキリＪｒ

71 bye

男子シングルス決勝

②

男子シングルス３位決定戦

２位

３位

3位

※表彰用

NO

NO



県ジュニアトーナメント（中学生の部）   平成２５年６月２９日（土）　３０日（日） 女子シングルス組み合わせ

NO.

9 寺田　愛実 シーガイア

10 隈元　友里 よだきんぼJr 

8 白谷　美佳 ＫＴＣＪｒ

7 村脇　　星 笛水中テニス部

6 山口　和奏 清武Ｊｒ

5 野辺　美優 BREAK　Ｊｒ

3 田中　伶実 久峰中

4 松田　　萌 日南TC　Jr

QF SF

本戦

３R

シーガイア

2

１R ２R

bye
敗者戦

1 坂本　陽菜

２R 1R 女子シングルス０１

①

22 奥　菜緒佳 笛水中テニス部

岩本真理菜 ロイヤルＪｒ21

新地菜々子 イワキリＪｒ

19

20

18 bye

山口　桃佳 久峰中

ライジングサンＨＪＣ

15 吉村あいな 宮崎第一中学校

16 引地　美結 ミリオンJｒ

12 一政　帆海

17 浅見　真帆

13 岩本美紗葵 ロイヤルＪｒ

14 児玉　佳穂 広瀬中テニス愛好会

MTF

10 隈元　友里 よだきんぼJr 

11 井上　楓子 ライジングサンＨＪＣ

23 田中　和花 よだきんぼJr 

23 田中　和花 よだきんぼJr 

24 末吉　美優 STC

25 郡　　風花 ライジングサンＨＪＣ

26 大河内奈央 サンタハウス

坂元千奈未 イワキリＪｒ29

28

27 川崎　彩愛 日南学園中学校

島田三紗子 MTF

30 本部　　英 シーガイア

31 bye

32 東　　美月 住吉Ｊｒ



NO. QF

敗者戦

１R ２R ３R SF

本戦
33 斉藤　光羽 ライジングサンＨＪＣ

女子シングルス０２

34 bye

35 村橋なあこ 笛水中テニス部

36 出水　薫乃 よだきんぼJr 

37 戸髙　摩美 清武Ｊｒ

38 津曲　成美 久峰中

39 上野　未来 よだきんぼJr 

40 中村　芽玖 ミリオンJｒ

41 郡　　芽菜 ライジングサンＨＪＣ

42 前﨑　眞子 広瀬中テニス愛好会

43 村脇　出葵 笛水中テニス部

小椋　莉子 久峰中

２R 1R

②

44 小椋　莉子 久峰中

45 済陽笑美花 MTF

46 前田　紗良 日南学園中学校

47 新地　未奈 よだきんぼJr 

48 藤本　海月 ロイヤルＪｒ

49 猪野ひより MTF

50 大坪　千夏 久峰中

51 瀬戸山裕子 イワキリＪｒ

52 氏益　夏奈 笛水中テニス部

53 隈元　志保 よだきんぼJr 

54 長友　美久 宮崎第一中学校

55 bye

56 矢野有紗美 シーガイア

シード順位：①坂本　陽菜②甲斐　未央③藤本　海月④浅見　真帆

②

住吉Ｊｒ

①

梶浦　邑衣

57 甲斐　南那 ロイヤルＪｒ

長友 　　愛 ファイナルJr

59 本行　鈴菜 イワキリＪｒ

日南学園中学校

58

63 bye

60 黒木日菜子 シーガイア

61

64 甲斐　未央 シーガイア

NO 女子シングルス３位決定戦

NO 女子シングルス決勝

62 黒水　優香

NO 女子シングルス３位決定戦

３位

3位

２位

※表彰用



県ジュニアトーナメント（中学生の部）   平成２５年６月２９日（土）　３０日（日） ダブルス組み合わせ

NO

デン　正希 チームミリオン
徳丸　凌大 シーガイア

bye
bye

髙妻虎太郎 シーガイア
染矢　裕大 延岡ロイヤル
森田　太陽 高鍋西中
馬場　秀明 高鍋西中
清　　裕貴 高鍋西中
永友　竜馬 高鍋西中
岩田　　峻 サンタハウス
深田　琉生 サンタハウス
郡　  葉生 ライジングサンＨＪＣ

戸田　智大 ライジングサンＨＪＣ

岩満　春輝 よだきんぼＪｒ
下沖　響太 よだきんぼＪｒ
竹之内大輝 ライジングサンＨＪＣ

黒木　大輔 ライジングサンＨＪＣ

bye

3

男子ダブルス

1

4

7

2

5

8

9

6

10

F

本戦

１R ２R QF SF1R２R

敗者戦

bye
bye

柳田　　陵 サンタハウス
田口　皓太 サンタハウス
岩木　星弥 高鍋西中
黒木　斗真 高鍋西中
日高　延幸 高鍋西中
日高　海斗 高鍋西中
春成　嘉仁 シーガイア
西村　貴行 宮崎学園中

bye
bye

合澤　彰朗　 第一中
福永　巡航　 MTF
井之上拓巳 イワキリＪｒ
平岡　孝崇 イワキリＪｒ
前﨑颯太朗 広瀬中テニス愛好会

曾我　尚希 広瀬中テニス愛好会

菊田　竜斗 高鍋西中
有吉　和哉 高鍋西中
梅田　　陸 サンタハウス
天野　開翔 サンタハウス
中山　智貴 高鍋西中
飛田　滉平 高鍋西中

16

17

10

11

21

18

19

20

14

12

13

15

飛田　滉平 高鍋西中
甲斐　将太 サンタハウス
高橋　海羽 サンタハウス

bye
bye

上別府尚弘 チームミリオン
坂田　空冴 シーガイア
小川　　翔 ミリオンJｒ

福元　崇斗　 ミリオンJｒ
畑中　歩夢 よだきんぼＪｒ
田上　　遼 よだきんぼＪｒ
曽根　由伸 サンタハウス
田中　　翔 サンタハウス
税田　光琳 高鍋西中
中園　晶登 高鍋西中
長友　俊樹 MTF
松本　大虎 MTF
宮永　孔士 高鍋西中
春成　駿平 高鍋西中

bye
bye

小泉　亮太 シーガイア
児玉　知樹 シーガイア

31

32

26

22

25

28

29

30

23

24

27

デン　正希 ②小泉　亮太
徳丸　凌大 　 児玉　知樹

シード順位：①

NO 男子ダブルス３位決定戦

※表彰用

２位

３位



県ジュニアトーナメント（中学生の部）   平成２５年６月２９日（土）　３０日（日） ダブルス組み合わせ

NO

甲斐　未央 シーガイア

寺田　愛実 シーガイア

bye
bye

中野　妃奈 広瀬中テニス愛好会

大坪　美咲 広瀬中テニス愛好会

新地菜々子 イワキリＪｒ

長友　美希 清武Ｊｒ

大坪　千夏 久峰中

津曲　成美 久峰中

隈元　志保 よだきんぼJr 

出水　薫乃 よだきんぼJr 

斉藤　光羽 ライジングサンＨＪＣ

郡　　芽菜 ライジングサンＨＪＣ

bye
bye

１R

8

7

SF F２R QF

本戦

２R 1R

敗者戦

女子ダブルス

1

2

3

4

5

6

梶浦　邑衣 久峰中

田中　伶実 久峰中

家弓　春佳 広瀬中テニス愛好会

鬼束　真由 広瀬中テニス愛好会

上野　未来 よだきんぼJr 

田中　和花 よだきんぼJr 

宮川　結衣 清武Jr

山口　和奏 清武Jr

井上　楓子 ライジングサンＨＪＣ

小椋　莉子 久峰中

大河内奈央 サンタハウス

前田　紗良 日南学園中学校

前﨑　眞子 広瀬中テニス愛好会

児玉　佳穂 広瀬中テニス愛好会

本行　鈴菜 イワキリＪｒ

瀬戸山裕子 イワキリＪｒ

bye
bye

黒木日菜子 シーガイアJr

戸髙　摩美 清武Jr

17

15

16

9

10

13

14

18

11

12

戸髙　摩美 清武Jr

吉村あいな 宮崎第一中学校

長友　美久 宮崎第一中学校

一政　帆海 ＭＴＦ

済陽笑美花 ＭＴＦ

後藤　由衣 広瀬中テニス愛好会

阿部　花音 広瀬中テニス愛好会

隈元　友里 よだきんぼJr 

大野　紗華 よだきんぼJr 

bye
bye

浅見　真帆 ライジングサンＨＪＣ

郡　　風花 ライジングサンＨＪＣ

甲斐　未央 ②浅見　真帆
寺田　愛実    郡　　風花

23

20

21

19

18

22

24

シード順位：①

NO 女子ダブルス３位決定戦

2位

3位
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