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全国小学生テニス選手権大会　山口県予選

山 口 県 テ ニ ス 協 会

山 口 県 ジ ュ ニ ア 委 員 会

令 和 ３ 年 ４ 月 １ ７ 日 （ 土 ） ， １ ８ 日 （ 日 ）

維 新 百 年 記 念 公 園 テ ニ ス 場



日時

4月18日（日）

ディレクター 川武　郷

レフェリー 村川　洋

進行 山口県ジュニア委員

１．試合方法

　　　　　※５位～８位は本戦で決めます。

　　　　　※コンソレーションは行いません。

　　　　　※天候、その他の事情により、試合方法を変更することがあります。

　　　※会場を離れる（帰る）時は、本部で試合がないか確認して行動するよう注意しましょう。

３．遅刻に対するペナルティーなど、その他のルールはＪＴＡルールを採用します。

４．試合はセルフジャッジです。サーバーはポイントやゲームのコールを相手に聞こえるように

　　大きな声でして下さい。

５．選手は進行板に注意して、前の試合が終わったら直ちにコートに入って試合を行って下さい。

６．試合終了後、勝者は速やかにボールと進行板に貼ってある自分のカードを本部に届けて下さい。

７．開会式は行いません。受付は各選手が届けてください。

８．雨天などにより試合の有無が不明な場合でも、定刻には会場に集合して下さい。

９．コートの外からアドバイスやジャッジに関する抗議等を一切禁止します。

　　選手はジュニアらしい態度で試合に臨むこと。

10．体調の悪い場合は無理して試合をやらずに勇気を持って棄権して下さい。

11．練習コートは各選手交代で練習して下さい。（ 8:00～8:25 / 8:25～8:45 )

　　 各コートのシングルスティック、スコアボードを倉庫から出して練習を始めて下さい。

12．ごみは必ず各自で持ち帰ること。

１）　ラインジャッジ等の判定に関して、口出しすることをお控え下さい。

２）　好プレーに対しては、相手選手を問わず拍手をお願いします。

３）　逆に、いずれのプレイヤーのエラーに対する拍手はご遠慮下さい。

・中国大会　　６月５日～６日　　鳥取　　出場枠　５名＋α
・全国大会　　８月１７日～２１日　　東京都　第一生命相娯園総合グラウンドテニスコート他

諸注意・連絡事項

維新百年記念公園
テニス場

２．試合前の練習はサービス４本とします。

観客のみなさんへ・・・お願い

本戦（ＳＦ・Ｆ・３位決定戦）、５位～８位決定戦

本戦（１Ｒ～QF） １タイブレークセットマッチ

８ゲームズプロセット

★　受付はかならず８時３０分までに行ってください。　★

4月17日（土）
男子シングルス

前日発表前日の残り試合

大会役員

9:00

大会日程

種                  目  試合会場 試合開始

女子シングルス



維新百年記念公園テニス場
2021.4/17,18

所属団体 学校 所属団体 学校

男子シングルス

全国小学生テニス選手権大会　山口県予選　仮ドロー

1 いのうえＴＧ 佐波 山崎 敬史 [1] 大殿 末次 悠真 [8]

2 Bye

周南ジュニアＴＳ 桜木 白井 誠人3

ふくいテニスクラブ 山の田 岡 駿

ミズノＴＳ 西岐波 大場 優雅

Bye

Bye

ツルガハマテニスクラブ 久保 梶村 幸永

大和オレンジボールＴＣ 島田 藤本 悠太

Bye

山口サングリーンＴＣ 附属山口 能美 絢登

ふくいテニスクラブ 一の宮 田森 奏音

Ｔｅｎ．ＴＴ 仁保 綱木 凛太朗

ウイナーズＴ．Ｃ 麻里布 出垣 志悠

Bye

アルファＴＣ 牟礼 弘中 丈詞 [7]

大和オレンジボールＴＣ 三井 石田 宗一郎 [3]

Bye

ウイナーズＴ．Ｃ 玖珂 山田 衛杜

山口テニスアカデミー 華城 河口 太我

カトウテニスクラブ 熊野 佐々木 埜羽

Bye

Bye

周南ジュニアＴＳ 徳山 西田 一公

山口サングリーンＴＣ 附属山口 黒坂 悠吾

Bye

トゥネテニスクラブ 井関 竹原 央介

ウイナーズＴ．Ｃ 玖珂 小倉 翔太

SUN FOREST TC 琴芝 神田 直

ふくいテニスクラブ 一の宮 梅本 怜央

Bye

いのうえＴＧ 佐波 松永 新平 [6]

33 山口サングリーンＴＣ

35 ミズノＴＳ

37 周南ジュニアＴＳ

34 Bye

新川 幸田 健吾

36 ふくいテニスクラブ 一の宮 河野 修祐

今宿 田辺 陽来

38 ウイナーズＴ．Ｃ 玖珂 福村 聡基

39 Bye

40 レノファ山口 嘉川 奥田 直人

41 ミズノＴＳ 常盤 西村 桃汰

42 Bye

43 Bye

44 山口サングリーンＴＣ 附属山口 能美 結登

45 大和オレンジボールＴＣ 三井 山崎 梓音

46 ウイナーズＴ．Ｃ 玖珂 小倉 悠太

47 Bye

48 いのうえＴＧ 佐波 山本 直生 [4]

49 SUN FOREST TC 厚狭 木本 春馬 [5]

50 Bye

51 ふくいテニスクラブ 一の宮 江畑 将吾

52 ミズノＴＳ 上宇部 今村 涼真

53 ウイナーズＴ．Ｃ 麻里布 常藤 瑞生

54 カトウテニスクラブ 生野 仲道 陸斗

55 Bye

56 山口テニスアカデミー 華城 弥益 圭佑

57 ふくいテニスクラブ 山の田 畚野 太佑

58 Bye

59 Bye

60 ミズノＴＳ岩国 麻里布 土屋 勇馬

61 ふくいテニスクラブ 熊野 吉村 光

62 ウイナーズＴ．Ｃ 玖珂 福村 圭貴

63 Bye

64 いのうえＴＧ 東田布施 中島 大悟 [2]
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維新百年記念公園テニス場
2021.4/17,18

所属団体 学校

3 レノファ山口 上郷 中村 真渚

1 アルファＴＣ

Bye

重永 莉子 [1]

全国小学生テニス選手権大会　山口県予選　仮ドロー

女子シングルス

4 トゥネテニスクラブ 阿知須 伊藤 実佳

富田東

5 山口テニスアカデミー 新田 田中 佑佳

2

6 ミズノＴＳ 琴芝 松本 紗弥

7 アルファＴＣ 華城 木下 茉柚

8 大和オレンジボールＴＣ 三井 石田 花 [8]

9 いのうえＴＧ 牟礼 古澤 未來 [3]

10 ふくいテニスクラブ 一の宮 藤原 瑚々奈

11 山口テニスアカデミー 向陽 末永 七椛

12 トゥネテニスクラブ 阿知須 工藤 凛花

13 山口サングリーンＴＣ 大殿 末次 美月

14 トゥネテニスクラブ 阿知須 津田 菜々子

15 ミズノＴＳ 琴芝 松本 涼花

16 アルファＴＣ 華浦 田中 陽彩 [7]

17 ツルガハマテニスクラブ 公集 国弘 楓 [6]

18 トゥネテニスクラブ 阿知須 津田 日菜子

19 アルファＴＣ 勝間 大河原 紬希

20 山口テニスアカデミー 湯田 岸田 千陽

21 アルファＴＣ 徳山 日野村 唯

22 ウイナーズＴ．Ｃ 高森 市岡 千乃

23 山口テニスアカデミー 華城 片岡 千莉

24 トゥネテニスクラブ 阿知須 渡辺 和水 [4]

25 ふくいテニスクラブ 一の宮 飯田 茜 [5]

26 ミズノＴＳ 上宇部 畑山 陽奈

27 トゥネテニスクラブ 阿知須 工藤 葵

良城 田中 葵

28 山口オーサンスＴＣ 宮野 岡 実鈴

29 周南ジュニアＴＳ 今宿 田辺 優茉

32 アルファＴＣ 牟礼 青木 陽咲 [2]

30 トゥネテニスクラブ 嘉川 深井 のえる

31 Ｔｅｎ．ＴＴ
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