
連絡事項

エントリー代は中央コートにてチーム毎にてまとめてお支払いください。

事前に振込をされた方のエントリー代については、振込の控えをご持参ください。

　以下のチームは家久公園会場でお支払いください。

・宝田テニスカレッジパッション ・ヒットインドアテニススクール



１ 主　催 越　前  市  テ  ニ  ス  協  会

２ 期　日 平成２９年６月１０日(土)　午前８時３０分開会式

平成２９年６月１１日(日)　（予備日）　午前８時３0分開会式

３ 会　場 越前市武生中央公園テニスコート（砂入り人工芝　　照明施設8面）　

越前市高瀬２丁目７−８１ 主管団体：SUNテニスクラブ

越前市家久スポーツ公園テニスコート（ハード　　照明設備なし）　　

越前市家久町105-1 主管団体：武生ジュニアテニスクラブ

４ 種　目

越前市武生中央公園テニスコート 〇小学生４年生以下女子シングルス

〇小学生５・６年生男子シングルス

〇中学生男・女各シングルス

越前市家久スポーツ公園テニスコート〇小学生４年生以下男子シングルス

〇小学生５・６年生女子シングルス

＊家久公園会場は、天候及び進行状況により会場移動になる可能性があります

5 試合方法 １セットマッチ（６Ｇオール12Ｐタイブレーク）によるトーナメント方式。

６ 使用ボール  ＤＵＮＬＯＰ　ＦＯＲＴ

７ その他 １）試合中の服装は、テニスウェアとする。

２）審判は、全てセルフジャッジとする。

３）当日開会式を行うため、出場者は全員参加すること。

４）仮ドローは、越前市テニス協会ホームページで発表するため、申込代表者への発送は行わない。

５）仮ドロー掲載後大会前日までの連絡・変更等についても、ホームページ上で行うの
で随時

　　御確認ください。

６）問い合わせ先　越前市テニス協会宛メール　info@echizen-ta.com

　　　　　　　　6/9（金）18：00より対応可　大久保：０９０－２０３１－１８６６

■受付および試合進行について

※　7時45分頃より各クラブごとに練習時間を設けます。

※　受付は選手自身が各自でおこなうこと（受付時に参加賞を渡します）

※　エントリー代はチーム毎にまとめて中央公園会場にて支払うこと。

　　但し、以下のチームは家久公園会場でお支払いください。

宝田テニスカレッジパッション ヒットインドアテニススクール

※　オーダー・オブ・プレー（当日発表）により試合を進行する。

※　棄権等により試合進行が早くなることがあるので、随時確認すること。

※　残りの試合日程については本部の指示に従うこと。

※　各対戦にてドロー№の若いプレーヤーが試合球とスコア用紙を本部まで取りにくること。

※　１ゲーム目の休憩はとらずにチェンジコートすること。

※　試合中のスコアは左側が若い番号とする。

※　試合勝者は試合結果を記入し、試合球を添えて本部まで提出すること。

第２６回越前市ジュニアテニス大会（オープン）

※　ゴミは必ず持ち帰って下さい！

※会場内は全面禁煙です。



7:30

7:45

8:00

Stella TC 1

さかいジュニア 1 ヒットインドアテニススクール 1 ウエストヒルズ 1

8:15

湖北ジュニアＴＣ 1 津幡ジュニア 1

宝田テニスカレッジパッション 1

8：30～選手ミーティング 受付は運営準備完了後にアナウンスします。

各コートの練習時間は交代時間も含めて15分間です。

敦賀スポ少 2

勝山JTC

家久練習コート割

A B C D

コート準備完了後　練習開始

武生ジュニアテニスクラブ 9

鯖江ジュニア 5 ヤスマＧＴＣ 4

7:30～7：45までの練習には使用しません

2

小松ｼﾞｭﾆｱ

パブリックTE 2 Y'sJr 2

7

FUKUI.JTT

TEAM プレジャー
Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ

3
2

福井テニススポーツ少年団 3

10



7:45 Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ 1

Team Winner 1

敦賀スポ少 1

Stella TC 1

8:00 湯山泰次TS 1

ショットJr 1

ウエストヒルズ 1

大林TS 1

8:15

8：30～選手ミーティング

各コートの練習時間は交代時間も含めて15分間です。
受付は運営準備完了後にアナウンスします。

中央コート　練習コート割

1 2 3 4 5 6 7 8

59

パブリックTE 4

8 鯖江ジュニア 7 5 ヤスマＧＴＣ 4

9

Y'sJr 7 小松ｼﾞｭﾆｱ

武生ジュニアテニスクラブ

勝山JTC 2

TEAM プレ
ジャー

2

TEAM VOICE 5

湖北ジュニア
ＴＣ

3

津幡ジュニア 3さかいジュニア

FUKUI.JTT
福井テニスス
ポーツ少年団



第２６回越前市ジュニアテニス大会
平成２９年６月１０日(土)　予備日 ６月１１日(日)  越前市武生中央公園テニスコート

小学生４年生以下女子シングルス

藤井詩織 (武生ジュニアテニスクラブ)

2 奥出彩帆 (武生ジュニアテニスクラブ) 6 前田　梓菜 (Y'sJr)

1 藤本　菜留 (TEAM VOICE) 5

井上桃華 (FUKUI.JTT)

4 関内　優衣 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ) 8 濱崎 ちはる (津幡ジュニア)

3 二之宮華穏 (FUKUI.JTT) 7



第２６回越前市ジュニアテニス大会
平成２９年６月１０日(土)　予備日 ６月１１日(日)  越前市家久スポーツ公園テニスコート

小学生4年生以下男子シングルス 6月6日：リドロー

34 (ヒットインドアテニススクール)倉内　暉立

35 (ヤスマＧＴＣ)藤澤　颯

[2] 36 (小松ｼﾞｭﾆｱ)松本　皐

31 (敦賀スポ少)池田　樹巨

32 (FUKUI.JTT)上田遼介

33 (武生ジュニアテニスクラブ)橋本亮

28 (FUKUI.JTT)岩尾真

29 (武生ジュニアテニスクラブ)森川義仁

30 (パブリックTE)三好碧生

25 (ウエストヒルズ)矢原　青空

26 (福井テニススポーツ少年団)北尾　柊也

[3] 27 (湖北ジュニアＴＣ)岡島 一稀

22 (ヤスマＧＴＣ)上田　航

23 (小松ｼﾞｭﾆｱ)宮岸　慶成

24 (武生ジュニアテニスクラブ)板本純誠

19 (鯖江ジュニア)梅田蒼大

20 (Y'sJr)竹内　聡

21 (武生ジュニアテニスクラブ)坂川陽向

16 五十嵐博喜 (武生ジュニアテニスクラブ)

17 名井　裕亮 (宝田テニスカレッジパッション)

18 高田碧希 (FUKUI.JTT)

13 村上　弘龍 (福井テニススポーツ少年団)

14 立見　生吹 (小松ｼﾞｭﾆｱ)

15 西野秀 (鯖江ジュニア)

[4] 10 玉木偉士 (FUKUI.JTT)

11 池泉太智 (武生ジュニアテニスクラブ)

12 松宮　夢眞 (ヤスマＧＴＣ)

7 森山　稜大 (敦賀スポ少)

8 片谷　昂樹 (ヤスマＧＴＣ)

9 箕輪拓実 (FUKUI.JTT)

4 渡辺　大輝 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ)

5 奥山颯太 (武生ジュニアテニスクラブ)

6 高澤　佑太 (福井テニススポーツ少年団)

[1] 1 宮岸　亮太朗 (小松ｼﾞｭﾆｱ)

2 土岐　遼太郎 (さかいジュニア)

3 加藤慶大 (鯖江ジュニア)



第２６回越前市ジュニアテニス大会
平成２９年６月１０日(土)　予備日 ６月１１日(日)  越前市家久スポーツ公園テニスコート

小学生４年生以下男子シングルス

森山　稜大 (敦賀スポ少)

2 松宮　夢眞 (ヤスマＧＴＣ) 19 池泉太智 (武生ジュニアテニスクラブ)

[1] 1 宮岸　亮太朗 (小松ｼﾞｭﾆｱ) 18

渡辺　大輝 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ)

4 五十嵐博喜 (武生ジュニアテニスクラブ) 21 村上　弘龍 (福井テニススポーツ少年団)

3 高田碧希 (FUKUI.JTT) 20

橋本亮 (武生ジュニアテニスクラブ)

6 上田遼介 (FUKUI.JTT) 23 岩尾真 (FUKUI.JTT)

5 竹内　聡 (Y'sJr) 22

片谷　昂樹 (ヤスマＧＴＣ)

8 矢原　青空 (ウエストヒルズ) 25 立見　生吹 (小松ｼﾞｭﾆｱ)

7 坂川陽向 (武生ジュニアテニスクラブ) 24

岡島 一稀 (湖北ジュニアＴＣ)

[4] 10 玉木偉士 (FUKUI.JTT) 27 宮岸　慶成 (小松ｼﾞｭﾆｱ)

9 三好碧生 (パブリックTE) [3] 26

高澤　佑太 (福井テニススポーツ少年団)

12 森川義仁 (武生ジュニアテニスクラブ) 29 板本純誠 (武生ジュニアテニスクラブ)

11 倉内　暉立 (ヒットインドアテニススクール) 28

名井　裕亮 (宝田テニスカレッジパッション)

14 藤澤　颯 (ヤスマＧＴＣ) 31 奥山颯太 (武生ジュニアテニスクラブ)

13 池田　樹巨 (敦賀スポ少) 30

上田　航 (ヤスマＧＴＣ)

16 北尾　柊也 (福井テニススポーツ少年団) 33 箕輪拓実 (FUKUI.JTT)

15 西野秀 (鯖江ジュニア) 32

加藤慶大 (鯖江ジュニア)

[2] 35 松本　皐 (小松ｼﾞｭﾆｱ)

17 梅田蒼大 (鯖江ジュニア) 34



第２６回越前市ジュニアテニス大会
平成２９年６月１０日(土)　予備日 ６月１１日(日)  越前市家久スポーツ公園テニスコート

小学生５・６年生女子シングルス

出口夢來 (FUKUI.JTT)

2 二之宮唯華 (FUKUI.JTT) 13 小野美和 (鯖江ジュニア)

[1] 1 北山　結 (小松ｼﾞｭﾆｱ) 12

滝本　莉彩 (勝山JTC)

4 岸田　明子 (TEAM プレジャー) 15 箕輪莉彩 (FUKUI.JTT)

3 岡部 唯千瑠 (Stella TC) 14

林　優美奈 (小松ｼﾞｭﾆｱ)

[4] 6 高木鈴奈 (武生ジュニアテニスクラブ) 17 細川彩夏 (FUKUI.JTT)

5 前田　柚葉 (Y'sJr) [3] 16

坂井　杏吏 (小松ｼﾞｭﾆｱ)

8 八田　真央 (TEAM プレジャー) 19 中司瑞希 (武生ジュニアテニスクラブ)

7 滝本　莉佳 (勝山JTC) 18

(TEAM プレジャー)

10 大久保玲 (FUKUI.JTT) [2] 21 新城　心晴 (パブリックTE)

9 寺島真子 (鯖江ジュニア) 20

11 林 彩乃 (津幡ジュニア)

竹島　彩珠



第２６回越前市ジュニアテニス大会
平成２９年６月１０日(土)　予備日 ６月１１日(日)  越前市武生中央公園テニスコート

小学生５・６年生男子シングルス

(FUKUI.JTT)

[4] 25 中山 優 (津幡ジュニア)

松宮　來夢 (ヤスマＧＴＣ)

24 小坂　響来 (小松ｼﾞｭﾆｱ) [2] 49 北川 倖輔 (さかいジュニア)

23 青山圭佑 (FUKUI.JTT) 48

三枝想真 (FUKUI.JTT)

22 影山 魁 (Team Winner) 47 熊木駿也 (武生ジュニアテニスクラブ)

21 北尾　春翔 (福井テニススポーツ少年団) 46

坂川絢音 (武生ジュニアテニスクラブ)

[12] 20 矢原　明弥 (ウエストヒルズ) 45 山口 侑庵 (湖北ジュニアＴＣ)

[15] 19 山﨑　健人 (福井テニススポーツ少年団) [16] 44

西村照之介 (鯖江ジュニア)

18 柳瀬勇希 (武生ジュニアテニスクラブ) [9] 43 藤田　悠吾 (ヤスマＧＴＣ)

17 和田榮都 (鯖江ジュニア) 42

山本千景 (武生ジュニアテニスクラブ)

16 亀田 登夢 (さかいジュニア) 41 野々山　仁 (津幡ジュニア)

15 兜　皓征 (ヤスマＧＴＣ) 40

臼杵将吾 (パブリックTE)

[5] 14 前田優 (FUKUI.JTT) 39 玉木来知 (FUKUI.JTT)

[6] 13 三好千寛 (パブリックTE) [7] 38

村上　尚 (湯山泰次TS)

12 古澤博人 (武生ジュニアテニスクラブ) [3] 37 前川　瑞樹 (Y'sJr)

11 久保田　創大 (Y'sJr) 36

(ヤスマＧＴＣ)

10 皿澤　敬太 (勝山JTC) 35 岸本幸大 (武生ジュニアテニスクラブ)

9 大綱一成 34 佐藤　陸也

竹内　悠 (Y'sJr)

[11] 8 河中葉滝 (武生ジュニアテニスクラブ) 33 揚原　健介 (福井テニススポーツ少年団)

[14] 7 渡辺　優希 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ) [13] 32

片岡　律喜 (TEAM プレジャー)

6 桑原　羽瑠 (TEAM プレジャー) [10] 31 村上　正龍 (福井テニススポーツ少年団)

5 永井　皓大 (敦賀スポ少) 30

岡田充弘 (鯖江ジュニア)

4 西村瞬 (鯖江ジュニア) 29 山内　柊依 (勝山JTC)

3 小林　優斗 (福井テニススポーツ少年団) 28

6月6日：リドロー

五十嵐　真桜 (TEAM VOICE)

2 岡島 昊大 (湖北ジュニアＴＣ) 27 石川悠貴 (FUKUI.JTT)

[1] 1 角谷　亮 (ショットJr) [7] 26



第２６回越前市ジュニアテニス大会
平成２９年６月１０日(土)　予備日 ６月１１日(日)  越前市武生中央公園テニスコート

中学生女子シングルス

湯本　そら (TEAM VOICE)

2 久末 美璃 (Stella TC) 7 田中　愛純 (小松ｼﾞｭﾆｱ)

[1] 1 田中　美羽 (小松ｼﾞｭﾆｱ) 6

(鯖江ジュニア)

4 佐々木　翔香 (さかいジュニア) [2] 9 竹内　愛眞 (Y'sJr)

3 浅香　那々子 (Y'sJr) 8

5 高間美玖 (鯖江ジュニア)

畠中　萌花



第２６回越前市ジュニアテニス大会
平成２９年６月１０日(土)　予備日 ６月１１日(日)  越前市武生中央公園テニスコート

中学生男子シングルス 6月7日：リドロー

松崎　良飛 (さかいジュニア)

2 山下　勇登 (さかいジュニア) 10 筑紫　昴太 (TEAM VOICE)

[1] 1 中村　敏寛 (パブリックTE) 9

田川　晃暉 (さかいジュニア)

4 北山　葵 (小松ｼﾞｭﾆｱ) [4] 12 久保田　貫太 (Y'sJr)

3 小坂　龍一郎 (さかいジュニア) 11

須藤　悠 (湖北ジュニアＴＣ)

6 大嶋　勇羽真 (さかいジュニア) 14 澤矢　高宏 (小松ｼﾞｭﾆｱ)

[3] 5 塚田　昂大 (大林TS) 13

吉田　敦哉 (さかいジュニア)

8 藤井　柊兵 (鯖江ジュニア) [2] 16 斎藤　大士朗 (パブリックTE)

7 五十嵐　陸翔 (TEAM VOICE) 15




