
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
         杉浦　克行　　　　

    　　　　　　            加藤洋輔　田根諭　三重県審判委員会

3. ダンロップフォート

4.

＊予備日　２月６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基本的に雨天・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。(ルール等もJTAルールに準ずる)
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。(４８００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砂入り人工芝コートとシェルター(ハードコート)を使用します。
⑫試合の撮影については相手の承諾を得るようにしてください。大会期間中の怪我等についても本部では責任は負いません。

⑭コロナウイルス感染の感染状況により開催直前に大会中止になる場合がありますので随時三重県テニス協会ＨＰをご確認ください。また、
基本的にドロー発表後のエントリー代返金は致しませんでよろしくお願いします。

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

男女ベスト4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

人工芝コート・シェルター両コート使用

１２歳以下　男女　シングルス　残り

          2020年度東海毎日ジュニアテニス１２歳以下選考大会
　　　　兼2020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
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(進行状況等によって変更あり)

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９：３０から受付

人工芝コート・シェルター両コート使用

１２歳以下　男女　シングルス

⑮今大会も健康状態申告書を記入の上大会当日の受付時に提出をお願いします。また、会場等での注意事項についても確認の上、十分に
注意するようにしてください。（引率者についても体調が優れない場合は会場への入場は遠慮してください。また、当日の検温、消毒等も各
自行うようにお願いします。）

⑯必ず感染防止の注意事項を選手、保護者、所属団体代表者は確認しておくようにして下さい。8月中の大会について大会会場より注意を
受けました。今後開催が出来なくなる可能性があります。各選手、保護者、所属団体の方々は感染症対策をしっかりとるようにお願いしま
す。

⑬今大会は健康状態申告書を選手・保護者(引率者)・所属団体代表者にも提出をお願いします。保護者(引率者)については選手1人に対し
て1名でお願いします。所属団体代表者も各団体から1名でお願いします。申告書の提出については、保護者の分も選手が受付時に提出く
ださい。団体代表者は各自で本部まで受付終了後提出ください。(引率等ルールを守ってもらえない場合は会場より退出をお願いする場合
等ありますので2人以上引率等必要な場合は事前に﨑久保までお問い合わせください)
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東海毎日12歳予選
スポーツの杜鈴鹿

男子S

眞田　武 三重GTC 72

3位

36 川北　新大 ロングウッド鈴鹿

桑名TA

酒井　涼太郎 ゴトウTC

71

5位

34 石田　悠貴 三重GTC 中山　瑛翔 リンクス鈴鹿 70

33 伊藤　彩人 三重GTC 熊崎　陽仁 三重GTC 69

32 高松　勇哉 ロランインドア 伊藤　颯太 SSG 68

苗村　栄汰 三重GTC 66

31 天白　真太郎 アクシズ 小林　春生 桑名TA 67

64

29 廣田　優亜 三重GTC 中西　悠人 伊賀TA 65

鈴鹿ジュニア 寺原　侑希

青山　日

桑名TA 63

28 隈元　航太郎 SSG 池口　昂汰 SSG

SSG 61

26 服部　倖ノ助 三重GTC

宗　航平 ATHLEFORT

62

27 浅井　健斗

三重GTC

60

25 山本　旺芽 伊賀TA

リッチヒルTC

鈴木　晴 三重GTC 59

隈元　崚次郎

57

22

鏡　優生 三重GTC

23

35

リンクス鈴鹿

小竹　優哉 アクシズ 58

桂川　弘也 オリンピアSC

村上　昴大朗 鈴鹿ジュニア

55

浦野　逢人 ファンテニスジャム

56

7位

三重GTC 54

19 田中　羚旺 SSG 野村　颯 ロランインドア

寺田　陽喜 SSG 53

18 岡部　世南 三重GTC 山内　舜也

17 山路　啓太 IFTC

小倉　悠賢 桑名TA 52

島田　蒼介 SSG 51

49

14 冨永　醐跡 桑名TA

池本　雄哉 オリンピアSC

50

15

21

中村　明日音

13 山本　泰寿 三重GTC

西林　歩夢 鈴鹿ジュニア

三重GTC

渡部　聡介

徳丸　旺児郎

12 鮫島　豪 SSG 寺田　陽奏 SSG 48

11 寺本　圭希 三重GTC 芦田　宗馬 三重GTC 47

小長谷　遥斗 桑名TA 45

10 中野　哲 ロランインドア 新　隼 IFTC 46

加藤　蒼良

43

8 谷　幸汰郎 プリンス 樋口　星来 三重GTC 44

7 水谷　優輝 四日市TA 新名　珠結平 ロランインドア

藤井　崇汰 三重GTC

41

6 田中　星那

重田　拓実 名張RTC 40

後藤　安就

ATHLEFORT 42

河合　朔実

片岡　龍亮 三重GTC 田中　勘太郎

39

4 小長谷　斗真 桑名TA

伊藤　旺祐 四日市TA

5

37

2 菅野　和真 SSG 宮川　英治 三重GTC 38

30 木村　洋雄 ATHLEFORT

SSG1

3 椎葉　涼晴 伊賀TA

9

ATHLEFORT

木村　逸希 三重GTC

16

24 真山　瞬 桑名TA

リンクス鈴鹿

20 苗村　旭人 三重GTC



東海毎日12歳

スポーツの杜鈴鹿

女子

5位

23 若菜　蘭 三重GTC

奥村　早耶 名張ＲＴＣ 44

22 湯谷　心春 ATK 森下　結有 三重GTC 45

リンクス鈴鹿 42

20 小浜　結愛 ロングウッド鈴鹿 川瀬　日葵 みさとTC 43

19 長谷川　凜 桑名TA 中村　葉音

リンクス鈴鹿 40

18 西田　羅七 リンクス鈴鹿 大川　結愛 四日市TA 41

17 小林　亜衣 三重GTC 木本　莉聖

38

16 伊東　志 伊賀TA 朝比奈　咲来 ATK 39

増田　倖佳 ATHLEFORT 上杉　詩乃 三重GTC

桑名TA 36

14 川合　瑤子 三幸T・T 本保　咲 オリンピアSC 37

13 村田　愛心 三重GTC 中城　凜子

34

12 加藤　綺那 ヤスモトPTS 斎木　望愛 三重GTC 35

岸田　せい 三重GTC 33

11 堂場　美佑 ロングウッド鈴鹿 太田　凛 鈴鹿ジュニア

垣内　優花 ATHLEFORT 32

10 中村　美空 桑名TA

9 藤本　衣羽 三重GTC

三重GTC 30

8 大川　七愛 四日市TA 松岡　千遥 名張ＲＴＣ 31

7 伊藤　結悠 名張ＲＴＣ 原田　彩優心

ロランインドア 28

6 森下　日葵 三重GTC 松岡　怜奈 三幸T・T 29

樋口　萌南 リンクス鈴鹿 27

5 片岡　あおい 三重GTC 島村　芽衣

IFTC 松本　愛海 ロングウッド鈴鹿 26

三重GTC 24

2 奥山　陽咲 ロランインドア 畑山　楓空 SSG 25

1 中山　結菜 リンクス鈴鹿 服部　天寧

3 小野田　華七

4 森本　菜友 オリンピアSC

15

21 坂田　紗菜 オリンピアSC

3位

7位


