
平成２８年度のジュニア国体強化選手を下記の基準にて選考します。

１.選考基準 ①本年度４月までのジュニアポイントランキングの順位者より選考する。

②県高体連・県強化部・県ジュニア委員会が推薦した選手を選考する。

※前期終了後に選考選手の補充または、見直しを行います。

２.選考対象者中学３年生男子/女子・・・各４名程度　　補欠・・・各３名程度　
中学２年生男子/女子・・・各４名程度　　補欠・・・各３名程度　
中学１年生男子/女子・・・各４名程度　　補欠・・・各３名程度　
小学６年生男子/女子・・・各４名程度　　補欠・・・各３名程度　　　
小学５年生男子/女子・・・各４名程度　　補欠・・・各３名程度　
小学４年生男子/女子・・・各４名程度　　補欠・・・各３名程度　
小学３年生以下男子/女子・・・若干名

３.選考決定 国体強化選手選考にて決定された選手には、メールにて連絡をいたします。
辞退者が出た場合は、補欠の選手より選考し決定いたします。

４.練習会について国体強化選手選考にて決定された選手には、練習会の日程をお知らせ致します。

５.練習日程 前期６日 特別講師依頼予定
　 練習会場 ①７月２３日（土） 前期１回国体強化練習会 県総合運動公園

②８月１３日（土） 前期２回国体強化練習会（県ジュニア高校生の部）県総合運動公園
③９月３日（土） 前期３回国体強化練習会 清武運動公園
④９月４日（日） 前期４回国体強化練習会 清武運動公園
⑤１０月１５日（日） 前期５回国体強化練習会 県総合運動公園
⑥１０月１６日（日） 前期６回国体強化練習会 県総合運動公園

後期５日
⑦１１月６日（日） 後期１回国体強化練習会 生目の杜運動公園
⑧１２月２３日（金/祝） 後期２回国体強化練習会 県総合運動公園 　　　

■１２月２９日（木）３０日（金） 小・中・高等学校合同合宿練習会 県総合運動公園
⑨１月１４日（土） 後期３回国体強化練習会 県総合運動公園
⑩２月４日（土） 後期４回国体強化練習会 県総合運動公園 ※NTC依頼予定
⑪２月５日（日） 後期５回国体強化練習会 県総合運動公園 ※NTC依頼予定

   ※他の日程がはいる場合は、事前に連絡します。

６.集合時間 AM９：００受付　　午前の部９：３０〜１２：００　午後の部　１３：３０〜１６：００終了

７.参加費用 前期　５,０００円（①〜⑥の練習参加費用）

後期　５,０００円（⑦〜⑪の練習参加費用/１２/２９（木）・３０（金）は、除く）

※注意１：参加費用は、練習初日に納入すること

※注意２：選考選手以外で特別参加する場合は、１回につき１,０００円納入すること

８.申込み締切平成２８年５月２４日（火）PM５時まで ※期日を過ぎた場合は、申込みする意思の無いと判断しますので

期日までに必ず申込みをお願いします。

９.申込先 宮崎県テニス協会ジュニア委員　岩田　　誠までmail:santa@santahouse.jp

８.連絡先 学校行事・または、諸事情にて練習会を休む場合は、必ず連絡をお願いします。

宮崎県テニス協会 国体強化部男子責任者柴　　知数 佐土原高校 090-3737-4810

宮崎県テニス協会 国体強化部女子責任者菊池　　誠 宮崎商業高校 090-7395-2816
宮崎県テニス協会　 ジュニア委員会強化部　岩田　　誠　　 サンタハウス 090-8227-1715
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①選考された選手及び補欠の選手で、練習会に参加を希望する選手は、　参加希望欄に○を記入してください。

②本年より国体強化選手に選考された選手には、県テニス協会会長名にて学校長宛に指定選手一覧を送りますので

学校名を必ず記入お願いします。 ※Tシャツのサイズは、150・S・M・L・Oのいずれかを記入下さい。

区分 参加希望選考結果選考番号 性別 氏　　名 所　　属 学年 Tシャツサイズ 学校名

1 選考 1 男子 稲田康太郎 延岡ロイヤルＪｒ 中３

2 選考 2 男子 本田　嵩稀 シーガイアＪｒ. 中３

3 選考 3 男子 髙妻虎太郎 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC 中３

4 選考 4 男子 歌津　　綾 スマイルテニスラボ 中３

5 補欠 1 男子 宮本　詠士 シーガイアＪｒ. 中３

6 補欠 2 男子 四位　尚輝 チームミリオン 中３

7 補欠 3 男子 関　　瑛史 MTF 中３

8 選考 1 男子 郡　   葉生 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC 中２

9 選考 2 男子 戸田　智大 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC 中２

10 選考 3 男子 稲田颯太郎 延岡ロイヤルＪｒ 中２

11 選考 4 男子 楫原　大佑 シーガイアＪｒ. 中２

12 補欠 1 男子 染矢　裕大 WorldStanceJr 中２

13 補欠 2 男子 大河内祐馬 スマイルテニスラボ 中２

14 補欠 3 男子 白谷　美樹 ＫＴＣＪｒ 中２

15 選考 1 男子 宮本　卓実 シーガイアＪｒ. 中１

16 選考 2 男子 江内谷駿平 ＭＴＦ 中1

17 選考 3 男子 甲斐　一再 延岡ロイヤルＪｒ 中１

18 選考 4 男子 長友琳太朗 チームエリート 中１

19 選考 1 男子 髙妻　蘭丸 ライジングサンHJC 小６

20 選考 2 男子 工藤　　徹 スマイルテニスラボ 小６

21 選考 3 男子 田村　亮佑 シーガイアＪｒ. 小６

22 選考 4 是永　息吹 ライジングサンHJC 小６

23 補欠 1 白石剣士郎 ルネサンス 小６

24 選考 1 男子 大岐　優斗 シーガイアＪｒ 小５

25 選考 2 男子 服部　洸生 チームエリート 小５

26 選考 3 男子 山口　紗輝 チームエリート 小５

27 選考 4 男子 柴　　翔太 スマイルテニスラボ 小５

28 選考 1 男子 浅田　紘輔 MTF 小４

29 選考 2 男子 長友　陽生 チームエリート 小３

30 選考 3 男子

M.WAVE(国体強化対策練習会）選手選考決定

平成２８年度　M.WAVER（国体強化対策練習会）　前期申込書

　＊＊＊＊＊＊男子選手＊＊＊＊＊＊



1 選考 1 女子 山田梨香子 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC 中３

2 選考 2 女子 新地菜々子 ＫＴＣＪｒ 中３

3 選考 3 女子 古川　　想 スマイルテニスラボ 中３

4 選考 4 女子 塩見帆乃夏 みまたACT 中３

5 補欠 1 女子 長友　美樹 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC 中３

6 補欠 2 女子 田上　　玲 みまたＡＣＴ 中３

7 補欠 3 女子 東原　鈴菜 笛水小中 中３

8 選考 1 女子 済陽笑美花 ＭＴＦ 中２

9 選考 2 女子 長友　美希 シーガイアＪｒ 中２

10 選考 3 女子 歌津穂乃香 スマイルテニスラボ 中２

11 選考 4 女子 井料田　愛 シーガイアＪｒ 中２

12 補欠 1 女子 押方　遥奏 シーガイアＪｒ 中２

13 補欠 2 女子 海野　花佳 チームミリオン 中２

14 補欠 3 女子 木佐貫　夢 イワキリＪｒ 中２

補欠 4 女子 出水理花子 みまたACT 中２

15 選考 1 女子 長友  　愛 ライジングサンHJC 中1

16 選考 2 女子 染矢　美来 ロイヤルJｒ 中1

17 選考 1 女子 益山　季子 MTF 小６

18 選考 2 女子 岩田　　桃 スマイルテニスラボ 小６

19 選考 3 女子 十川　仁美 シーガイアＪｒ 小６

20 選考 4 女子 黒木　愛菜 ライジングサンHJC 小６

21 補欠 1 女子 拝藤　美羽 チームエリート 小６

22 2 女子 崔　　奈美 ＫＴＣＪｒ 小６

23 選考 1 女子 長友　優音 シーガイア 小５

24 選考 2 女子 飛松　杏奈 チームエリート 小５

25 選考 3 女子 前原　唯乃 シーガイアＪｒ 小４

　＊＊＊＊＊＊女子選手＊＊＊＊＊＊


