
1. 三重県テニス協会

　　　　      　 三重県テニス協会ジュニア委員会

　　　　 （株）ダンロップ
2. 﨑久保　清寿
         馬島　将人　　杉浦　克行　　田中　紘成　

    　　　　　　            三重県審判委員会

3. ダンロップ

4.

＊予備日　２月１１日（土）
５．注意事項
①全試合通して、１セットマッチ。６－６タイブレークで行います。
②雨天・雪等の場合でも会場に集合し次回の連絡を受けること。試合会場へ電話等の問い合わせは禁止する。
③試合開始予定時刻の20分前に着替えて本部に出席を届けること。時間を超えた場合棄権になる事がありますので注意してください。
④全試合トーナメント方式とする。上位者は順位決定戦を行う。（大会当日本部より放送にて連絡をします。）
⑤ＪＴＡが認めているテニスウェアーを必ず着用すること。
⑥ホームページ上にドロー等、大会結果を掲載させていただきますのでよろしくご協力をお願いします。
⑦表彰状は、S・８位まで。試合終了後本部に取りに来るようにしてください。なお東海大会の手続きもおこなってください。８位まで出場できます。(４６００円です)

⑧上記に関しての問い合わせは　﨑久保　清寿 携帯０９０－２１３１－９５６６
⑨東海の個人登録ナンバーのある選手は東海大会出場が決定後手続きの際ナンバーが必要になりますので確認しておいてください。
⑩ルール等をしっかり理解してくるよう指導をお願いします。
⑪使用コートについては外オムニ・室内ハード両方使用するので選手は準備を各自するようにして下さい。

９：００開始

２
月
５
日

（
日

）

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿テニスコート

男女ベスト８まで行う予定 順位決定戦も行う予定

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿テニスコート

旧鈴鹿SG　オムニ・シェルター

１２歳以下　男女　シングルス　残り

使 用 球

試合会場及び日程  

２
月
４
日

（
土

）

(進行状況・天候によってはベスト４まで行う事もある)

ア シ ス タ ン ト レ フ ェ リ ー

男子９：００試合開始(８：４０までに受付)
女子１０：００試合開始(９：４０までに受付)

≪男女2回戦からの選手は10:30までに受付≫

旧鈴鹿SG　オムニ・シェルター

１２歳以下　男女　シングルス

主 催

主 管

協 賛
デ ィ レ ク タ ー
レ フ ェ リ ー

          ２０１７東海毎日ジュニアテニス１２歳以下選考大会
　　　　兼2016年度冬季ジュニアテニス選手権大会12歳以下シングルス



東海毎日12歳シングル

スポーツの杜　鈴鹿

男子S 1R 2R 3R 3R 2R 1R
岡田　裕真 三重GTC 60

2

今村　優太 ロングウッド鈴鹿

小林　奏太

1 眞田　将吾 三重GTC

3

﨑久保　風翔 津田TS

河北　真門 アクシズ 62

4 小林　晴人 リッチヒルTC 63

加納　希望 桑名TA 64

プリンス 61

リンクスJTAS 水谷　旭陽

5 高橋　大悟 桑名TA

ロランインドア 竹岡　尚輝

桑名庭球倶楽部 65

7 上杉　進之佑 三重GTC 鈴木　達也 三重GTC 66
6 米倉　大貴

8 柏木　慈恵 ニックインドア 伊藤　亜月 桑名TA 67

猪熊　虎之介 リンクスJTAS

68

10

宮村　恒之介 プリンス

伊藤　劉星

9 岡田　航輝 桑名TA
三重GTC 69

11 岸田　和久 三重GTC

加藤　毅 ロランインドア

70

稲垣　晴斗

田中　淳平

12 稲垣　伊織 リッチヒルTC 上田　湧斗 名張RTC 71

西林　悠飛 鈴鹿ジュニア 72

14 松岡　達海 伊賀TA 太田　悠介

13 秋本　将輝 オリンピアSC

オリンピアSC 73

15 原田　侑宜 三重GTC 義基　耀 三重GTC 74
16 長谷川　大豪 桑名庭球倶楽部 豊田　隼一郎 SSG 75

中野　蒼太 三重GTC 76
18 井上　侑哉 リッチヒルTC 佐藤　大馳

17 谷後　翔紀 名張RTC
77

19

田中　勘太郎 リンクスJTAS

寺田　壮汰 桑名TA
みさとTC

78

20 岩間　庵莉 みさとTC 79

長谷川　哲平 三重GTC

24 森下　修惟 鈴鹿ジュニア

21 山田　輝 三重GTC

23 叶　勇飛 三重GTC

80

22 輪島　大遥 ニックインドア

26 熊谷　宗一郎 SSG

山川　蓮

25 塩地　琉音 アクシズ

東山　諒 テニスラウンジ

三重GTC

島谷　壮馬 ニックインドア

84

82

ロランインドア

奥知　諒 伊賀TA

リンクスJTAS

83

81

28 野村　晴空 ロランインドア

秋本　剛輝 オリンピアSC

87

85

27 渡部　遼一郎 86

プリンス 88

30 谷口　陽悠 三重GTC 古山　爽太

29 松浦　帆高 桑名TA
三重GTC 89

31

西出　圭吾 伊賀ジュニア

松井　悠真 三重GTC

鈴木　匠 三重GTC

90

32 山口　俊和 プリンス 児玉　遥柊 リッチヒルTC 91

SSG 92

34 櫻川　倫大朗 三重GTC 清木　秀俊

33 石﨑　葵貴 いなべTA
ニックインドア 93

35

寺本　隼 リッチヒルTC

田島　蒼大 桑名TA 94

36

河村　孝太郎 ロランインドア

重田　悠平 名張RTC 95

鈴鹿ジュニア

吉田　朔 三重GTC
38

内山　椋太

三重GTC

斎藤　凛太郎

37 森田　敦良 伊賀TA

リンクスJTAS

井上　聡太

上野　優

39 木場　遥希 オリンピアSC 片岡　龍亮 三重GTC 98

リンクスJTAS

松岡　歩武 桑名TA

99

42 冨士田　淳之介 鈴鹿ジュニア

豊島　翔太

41 後藤　皇樹 三重GTC
津田TS

101

43

100

102

40

木納　俊介

牧野　晃弥 桑名TA

原田　幸宜

三重GTC

深澤　志 アクシズ

鈴鹿ジュニア

プリンス

SSG

リッチヒルTC

45

高岡　亮 リッチヒルTC

三重GTC 105

44

服部　心勇 SSG

山本　陽大 伊賀TA

長谷川　龍太郎 ニックインドア

三輪　彩翔 いなべTA 106

104

宮田　大暉

103

96

97

48

河北　源太 三重GTC

国宗　大晴 リンクスJTAS 107

47

46 青山　和樹 桑名TA

108

50 熊谷　晄 SSG 瀬戸　歩

49 服部　惺月 三重GTC
三重GTC 109

51 猪熊　隆之介 リンクスJTAS 高田　樹豊 大園TS 110

52 山中　晴陽 鈴鹿ジュニア 平野　謙 桑名TA 111

112

54 大杉　勇介 名張RTC 水谷　仁

53 宮崎　遥矢 オリンピアSC

ロランインドア 113

55 岡本　直也 KASTU　TC 落合　真大 三重GTC 114
56 山口　稜太 三重GTC 中村　優斗 ニックインドア 115

58

高橋　匠 三幸T・T

木村　隼人

57 前田　陵汰 三重GTC

服部　心雅

村田　真司

呉山　邑都

117

59

村田　心 ロランインドア

田中　秀幸 三重GTC

加藤　総一朗 安本PTS 116

118

宮崎　優良 オリンピアSC 119



男子

3位

5位

7位



東海毎日予選大会

スポーツの杜鈴鹿

女子S

7位

5位

川出　晶葉 鈴鹿ジュニア 58

3位

29 湯浅　葉月 鈴鹿ジュニア

56

28 天野　令捺 桑名TA 西出　羽華 伊賀ジュニア 57

名張RTC 55

27 加藤　清楽 アクシズ 杉村　優月 桑名TA

岡　優葉 伊賀TA 54

26 古市　聖奈 三重GTC 岡田　真緒

25 小林　咲月 ロングウッド鈴鹿

24 粂　柚希 伊賀TA 服部　百花 リンクスJTAS 53

ロングウッド鈴鹿 51

23 池田　こはる ロランインドア ジョーンズ怜愛 三重GTC 52

堤　芹奈 三重GTC 50

22 牧野　友奏 桑名TA 生川　いろは

21 大杉　遥子 名張RTC

20 舘　絢音 三重GTC 内山　叶優 桑名TA 49

三重GTC 47

19 坂元　佑羽 みさとTC 中島　凜音 SSG 48

杉島　百花 オリンピアSC 46

18 河合　南樹 リンクスJTAS ジョーンズ汀奈

17 高口　紗佳 ファンテニスジャム

16 加藤　歌里 三重GTC 深澤　恵芽 アクシズ 45

ニックインドア 43

15 森田　明穂 桑名TA 松井　未来 みさとTC 44

深澤　悠菜 アクシズ 42

14 伊東　美湊 伊賀TA 中久木　陽奈

13 黒田　梨南 三重GTC

12 東　咲心 リンクスJTAS 成田　栞菜 ロングウッド鈴鹿 41

リンクスJTAS 39

11 佐藤　亜美 アクシズ 林　千葡 SSG 40

上田　萌生 名張RTC 38

10 河西　絢音 ロングウッド鈴鹿 青木　いろは

9 久保　さくら 名張RTC

8 堤　咲弥 三重GTC 坂田　桃花 三重GTC 37

三重GTC 35

7 林　千華 SSG 長屋　葉月 桑名TA 36

伊達　まどか みさとTC 34

6 山脇　梨愛 桑名TA 木下　紗那

5 加藤　椅那 安本PTS

4 山野　結衣 三重GTC 有吉　尚美 オリンピアSC 33

鈴鹿ジュニア 31

3 杉本　和香穂 みさとTC 森下　結葵 ロランインドア 32

林　妃鞠 リンクスJTAS 30

2 稲垣　結美 オリンピアSC 南条　桜子

1 松田　麻央 KATSU　TC


