
　YE:イエローボール使用　GR:グリーンボール使用　RD:レッドボール使用

YE GR RD

全日本ｼﾞｭﾆｱ兼九州ｼﾞｭﾆｱ宮崎県予選 生：4/2（土16）3（日16） 生目１６面
S:3,100
D:3,100

ジュニア委員
会

岩田 ３名 ジュニア委員会

１２歳･１４歳・１６歳・１８歳以下男女 木：4/2（土24） 木花２４面 高体連 迫田 高体連

県ジュニアテニストーナメント（小学
生） ○ 西：4/16（土12）

予備日4/17（日12）
西階１２面

S:1,600
D:2,100

スマイルテニス
ラボ

岩田 ３名 ジュニア委員会

県ジュニア（小学生４年生大会） ● 西：4/16（土12）
予備日4/17（日12）

西階１２面 S:1,600
スマイルテニス

ラボ
岩田 ジュニア委員会

3 宮崎県中学生テニス選手権大会 ○ 木：5/7（土24）8（日24） 木花２４面
S:1,600
D:2,100

中体連 中体連 中体連（大峯）

4 MIYAZAKIジュニアリーグ第１戦 ○ ● 木：5/14（土16）21（土24） 木花２４面 S:1,600 清武Jr 岩田 ４名 ジュニア委員会

5
ヒムカカップジュニアテニストーナメン
ト ○ 生：6/18（土16）・19（日16） 生目１６面 参：3100

ジュニア委員
会

岩田 ジュニア委員会

6 県ジュニアテニストーナメント（中学生） ○ 木：6/25（土24）26（日24） 木花２４面
S:1,600
D:2,100

ライジングサン 岩田 ３名 ジュニア委員会

7 ★レッドボールキッズテニストーナメント ◎ 木：6/26（日3） 木花3面 500 World stance 東

8 鹿宮対抗戦 ○ 7/2（土16）3（日24）
鹿児島に

て
強化部 ジュニア委員会

9 九州ジュニアテニス選手権大会 ○ 木：7/7（木）8（金）9（土）10
（日）11（月）12（火）予備13

木花２４面
S:6,100
D:6,100

九州ジュニア
委員会

吉田 ８〜１０名 九州Jr委員会

10 県中学校総合体育大会 ○ 木：7/28（木24）29（金24）
30（土）

木花２４面 中体連 中体連 中体連（大峯）

11
ジュニアデビスカップ/小中学生団体
戦 ○ 木：8/6（土24）※協会後援

大会
木花２４面

スマイルテニス
ラボ

岩田 ジュニア委員会

12
県ジュニアテニストーナメント（高校
生） ○ 木生：8/11（木）12（金）13

（土）
生目１６面
木花２４面

S:1,600
D:2,100

高体連 高体連 高体連

13 MIYAZAKIジュニアリーグ第２戦　 ○ ● 木：8/27(土24）28（日24） 木花２４面 S:1,600 KTC 岩田 ４名 ジュニア委員会

14 県中学校秋季大会 ○ 木：10/29(土)30（日） 木花２４面 中体連 中体連 中体連（大峯）

15 全国選抜ジュニア宮崎県大会 ○ 生：11/5（土24）6（日24） 生目１６面
S:3,100
D:3,100

チームエリート 岩田 ３名 ジュニア委員会

16 九州ジュニアサーキット宮崎県大会 ○ ● 木：11/19（土）20（日）
木：11/26（土）27（日）

木花２４面
S:3,000
D:3,000

ミリオン
P'sJr

清水 ３名

17 九州ジュニアサーキットマスターズ ○ ● 木：1/3（火）4（水）5（木）6
（金）　　　　　生：1/3（火）４

生目１６面
木花２４面

ミリオン
P'sJr

清水

18 MUFGジュニア選手権大会 ○ 木：1/14（土12）28（土12） 木花１２面 S:3,100 チームエリート 岩田 ３名 ジュニア委員会

19 宮日杯ジュニア選手権チャレンジの部 ○ 木：1/8（日24）22（日24） 木花２４面 S:1,600
ジュニア委員
会　高体連

岩田 ３名 ジュニア委員会

20 県新人中学生テニス大会 ○ 木：1/15(日24） 木花２４面 中体連 中体連 中体連（大峯）

21 宮日杯ジュニア選手権オープンの部 ○ 木生：1/21（土24）
木：22（日24）予備日1/29

生目１６面
木花２４面 S:1,600 高体連 高体連 高体連

22 全国小学校宮崎県大会 ○ 木：2/18（土24）25（日24） 木花２４面
S:3,100
D:3,100

ジュニア委員
会

岩田 ３名 ジュニア委員会

23 九州小学生４年生宮崎県大会 ○ ● 木：2/18（土24） 木花２４面 S:3,100
ジュニア委員

会
岩田 ジュニア委員会

24 MIYAZAKIジュニアリーグ第３戦 ○ ● 木：3/11（土24)12(日24） 木花２４面 S:1,600 チームエリート 岩田 ４名 ジュニア委員会

25 南日本ジュニアテニストーナメント ○ ● 木：3/28（火24）29（水24）
30（木24）

木花２４面 S:2,000
ジュニア委員

会
岩田 ３名 県テニス協会

★レッドボールキッズテニストーナメント ◎ 500 Worldstance 東 ジュニア委員会

★レッドボールキッズテニストーナメント ◎ 木花3面 500 World stance 東

NO 期日　　・  面数 会場 運営 担当

1 全国小学生テニス選手権　九州地域予選
5/3（日）・4（月）・5（火）・6
（水）

大分ス
ポーツ公
園

九州テニス協
会

岩田

2 全九州中学生テニス選手権大会 8/4(木）5（金） 佐賀 九州中体連 中体連

3 全国中学生大会　全国大会 8/ 中体連

4 毎日少年少女テニス選手権 8/15（月）〜9/1（木） 博多の森
九州テニス協

会

5 JTA地域合宿U１２ 9/9（金）10（土）・11(日） 博多の森 強化委員 岩田

6 全日本室内　九州地域予選 10/28日（金）30日(日) 博多の森
九州テニス協

会

7 U１５全国選抜ジュニア　中牟田杯 11/1（火）〜6（日） 博多の森
九州テニス協

会

8 九州強化対抗戦合宿U１４ 11/19（土）・20(日) 博多の森
九州テニス協

会
岩田

9 熊本・大分・長崎・鹿児島強化対抗戦U16 1/28（土）1/29（日）
熊本パー
クドーム

熊本県テニス
協会

岩田

10 全国選抜ジュニア　九州地域予選 2/9（木）〜12（日） 沖縄
九州テニス協

会
岩田

M.WAVE（国体強化合宿） 木花１２面 強化委員 岩田

M.WAVE（国体強化合宿） 木花１２面 強化委員 岩田

11
前期 強化コーチとして

後期 強化コーチとして

★１２歳以下男女２名引率

★１４歳以下男女２名引率

2

＜九州・全国大会・合宿・その他＞

★男女４名ずつ引率

★代表コーチ引率

ジ　ュ　ニ　ア　大　会 備考

★代表コーチ引率

運 営 レフェリー
ロービング
アンパイア

ドロー（28年度）

1 ○

＜平成２８年度  ジュニア大会　運営クラブ　レフェリー計画案　＞

ジ　ュ　ニ　ア　大　会
使用球

期日　・  面数 会場 参加費



ジュニア代表者会議において下記の事項が協議されましたの連絡いたします。

1. 期 日 平成２８年３月１３日（日）

2. 場 所 県総合運動公園テニスコート2階運営等　　　　

3. 時 間 PM1時30分〜

4.出席者 ミリオンJr・小林Jr・三股ACT・笛水小中・清武Jr・ライジングサンHJC・久峰中

高鍋西中・P'SJr・ツインズ・ファイナル・MTF・KTC・スマイルテニスラボ・エリートプレーヤーズ

4. 議 題 ①平成２８年度大会計画

・運営クラブについて

別表のように決定しました。

・ジュニアリーグについて

Aクラスの試合方法ですが昨年３回にわたり予選後に３セットマッチを２日間行ないましたが

進行に著しくロスが出る為に中止にし、従来とおりに予選リーグを１セットマッチにて行ない、

本戦トーナメントにおいても１セットマッチに行ないます。ただし、８人による本戦トーナメントに

では、決勝・３決・５決・７決の順位戦を行なうものとする。

②大会プログラム広告協賛

３１年南日本高校総体育の育成強化を図る大会プログラム協賛を募りますので各クラブ

テニス関係者などの方にご協力をお願いしたいと思います。

③その他

レッドボールテニストーナメントを年３回以上開催出来る様に各クラブ・テニスコートを

所有するクラブに依頼して実施出来る様にしたいと思います。

宮崎県テニス協会ジュニア委員会

平成２８年度　県テニス協会ジュニア代表者会議　議事報告書


