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所　属 所　属

2011年 男子 福島 晴 京王赤城アカデミー 浪瀬 聡太 荏原ＳＳＣ

（平成23） 女子 倉持 美穂 霧が丘テニスクラブ 黒須 万里奈 むさしの村ローンテニスクラブ

男子 松下 龍馬 Fテニス 在原 迅人 J.S.S

女子 笠原 美春 町田ローンテニスクラブ 中村 美月 コートピア大泉テニスクラブ

2012年 男子 池田 悠人 きさらづｱｳﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 渡部 将伍 ﾁｰﾑZIP

（平成24） 女子 幸田 あずみ 荏原SSC 紫加田 奈々 ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌｫﾚｽﾄ横浜

男子 平野 太陽 TEAM　YONEZAWA 飯村 大地 吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ

女子 神鳥 舞 MTSﾃﾆｽｱﾘｰﾅ三鷹 進藤 万里依 KEN'S NAGATSUKA TENNIS ACADEMY

2013年 男子 守屋 達貴 YSC 北岡 志之 ﾗｯｸﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

（平成25） 女子 鈴木 優 登戸ｻﾝﾗｲｽﾞﾃﾆｽｺｰﾄ 南口 亜美 大島ﾌﾗﾜｰﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

男子 谷 颯太 AIP 下村 亮太朗 ｼﾝｽﾞあざみ野ﾃﾆｽﾁｰﾑ

女子 森笠 眞衣 YSC 中込 笑愛 ISHII TENNIS ACADEMY

2014年 男子 横山 蒼馬 Fテニス 鹿川 夏生 HILLS K-Nagatsuka TA

（平成26） 女子 鵜飼 日南乃 ファーイーストJRTA 星野 遥香 与野テニスクラブ

男子 中谷 郁斗 エストテニスクラブ 三好 健太 ｼﾝｽﾞあざみ野ﾃﾆｽﾁｰﾑ

女子 金子 さら紗 たちかわジュニアTA 田中 春侑 TEAM310V

2015年 男子 甲賀 翼 ｺｰﾄﾋﾟｱ大泉ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 小谷 海太 ISHII TENNIS ACADEMY

（平成27） 女子 内島 舞子 昭和の森ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ 宮 亜美 TEAM YUKA

男子 松岡 隼 荏原SSC 小池 幸輝 狛江ｲﾝﾄﾞｱｼﾞｭﾆｱATPﾁｰﾑ

女子 丸山 麗菜 TEAM YUKA 若杉 沙羅 VIP TENNIS ACADEMY

八ヶ岳ジュニアテニストーナメント　優勝・準優勝者

優　　勝 準　優　勝
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 11 月 3 日（祭） 11 月 5 日（土） 11 月 6 日（日） 11 月 12 日（土） 11 月 13 日（日） 

男子 14 歳以下 
シングルス 

予選 
1R 1- 64  9:00 

65-128 10:00 
2R      12:00 

会場 クラブヴェルデ 

予選 
F  9:00 

 
会場 クラブヴェルデ 

本戦 
1R    10:00 
2R     
(QF) 
会場 クラブヴェルデ 

本戦 
(QF)  9:00 
SF   
F 
会場 小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園 

予備日 

男子 12 歳以下 
シングルス 

予選 
1R 1-128  11:00 

   2R       13:00 
 

会場 クラブヴェルデ 

予選 
F  10:00 

 
会場 クラブヴェルデ 

本戦 
1R    10:00 
2R     
(QF) 
会場 クラブヴェルデ 

本戦 
(QF)  9:00 
SF   
F 
会場 小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園 

予備日 

女子 14 歳以下 
シングルス 

    

予選 
F  11:00 
 

会場 クラブヴェルデ 

本戦 
1R    9:00 
2R      
(QF) 
会場 クラブヴェルデ 

本戦 
(QF)  9:00 
SF   
F 
会場 小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園 

予備日 

女子 12 歳以下 
シングルス 

 

予選 
F  11：00 

 
会場 クラブヴェルデ 

本戦 
1R    9:00 
2R     
(QF) 
会場 クラブヴェルデ 

本戦 
(QF)  9:00 
SF   
F 
会場 小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園 

予備日 

 

・ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ      ・本戦ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰの選手は、本戦当日各種目開始２０分前までに、本部に出席を届けて下さい。       

・試合方法        ・天候により試合方法が変更する場合、また会場変更・ナイターになる場合も有ります。 

 



 

出 場 者 の 皆 様 へ 

 
各会場のテニスコートはこの大会のためにとご理解とご協力を頂き、皆さんの使用をこころよく引き受けてくれてい

ます。出場者の皆さん、またご家族関係者の皆さん、この大会を有意義なものとする為にも、ルール・コートマナー

をお互い守り、スポーツマンシップにのっとりプレーしてください。 

 

 

＝＝注意！みんなで守ろう注意！みんなで守ろう注意！みんなで守ろう注意！みんなで守ろう＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

1，出     席    プレーできる服装になって、定刻までに本部に出席を届けましょう。 

各自名前、登録番号、所属を確認してください。 

本戦当日欠席が出た場合予選決勝敗者の中から抽選で入れます。開始 20 分前までに出

席を届けてください。 

2，試 合 開 始    試合進行表（オーダーオブプレーボード）にしたがって、各自コートに入って下さい。 

3，試 合 方 法    予選・本戦 ；ノーアド８ゲームマッチ（8－8 後タイブレーク） 

 

4，ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ    ３分以内にすませること。 

5 ， 結 果 報 告    試合終了後勝者がボールを持って、すみやかに本部に報告して下さい。 

6， ユ ニホー ム    上下とも節度ある清潔なテニスウェアーとします。 

7，審      判    全てセルフジャッジです。但し一部審判がつく場合もあります。 

8，試  合  球    ダンロップフォート １試合２球支給します。 

 

9，天      候    天候が悪く、試合があるかどうか分らない時も、一旦会場に集まることが原則です。 

なお緊急の連絡は ディレクターまで ０９０－３０９８－４２７０ 

またコート使用不能のときは、会場が変わる事もあります。 

10，日 程 変 更    翌日以降の試合があるときは、次の日程に変更がないかどうか確認しましょう。 

              本戦からの選手は、予選の日が雨天等の場合変更になる場合もありますので、 

大会ホームページで確認してください。 

11，コートマナー    規則正しく行儀よく。試合中はどんなアドバイスも受けてはなりません。 

従わないプレーヤーやコーチ・家族は、退場させることがあります。 

1 2 ， 失    格    試合中無断でコートを離れた時、失格になるので気をつけましょう。 

1 3 ， き れ い に    会場ではゴミ、空き缶は持ち帰りになっています。ご協力お願いします。 

14，携 帯 電 話    試合中は携帯電話の電源は切ってください。 

 

1 5 ，エチケッ ト     ・ 試合中コートのそばを通る時には、ポイントが終るまで待ちましょう。 

              ・ となりのコートに入ったボールを取りに行く時や、自分のコートに入ってきたボールを返す

時には、プレーしているポイントが終るまで待ちましょう。 

・ 試合終了後はスコアボードやコートブラシをして退場しましょう。 

 

1 6，宿 泊 案 内   クラブ Verde をご利用下さい。大会特別料金で対応します。クラブフロントまで！ 

 

17，お  願  い   最近大会当日に天候等の問い合わせが現地会場に、“早朝 4・5 時頃”からかかることがあり

ます。大人の方も相手の気持ちになって、マナーを持った行動をお願いします。 

 

1 8 , 駐 車 場   駐車場は限りありますのでご注意ください。 

また中央高速道路は週末渋滞します。時間に余裕を持ってお越しください。 

 


