
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、山梨学院大学のご理解とご協力で、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ったプレーを期待します。 

 

＝＝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、定刻までに感染対策受付を通過して下さい。 

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。 

予選当日欠席が出た場合は、欠員待ちの選手で出席者の中からランキング順に入れます。

1R 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）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 ；ノ 1 セットマッチ（6－6 後 7P タイブレーク） 

本戦 ；2 ショートセット（ノーアド）ファイナル 10Ｐタイブレイク 

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 ０５５－２２４－１９５７ 

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がありますので、 

大会ホームページで確認してください。天候により日程内に終了できない場合は、コロナウィ

ルス感染拡大により途中中止の場合もあります。 

11，コートマナー    規則正しく行儀よく。大きな声は禁止です。 

従わないプレーヤー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を直して退場しましょう。 

1 6 ， 駐 車 場   駐車スペースはあまり無いので車の利用は極力避けてください。 

 

17，大会参加料   本戦・予選とも、参加料は１０月２２日（木）までに現金書留・直接にてご送付して下さい。 

              ＜出場種目・名前を記載したものを同封してください＞ 

              送付先    山梨県甲府市里吉３－８ エストテニスクラブ内 大会事務局 

                        TEL055-222-0040  FAX055-222-4030  〒400-0822                      

 

18，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。 



甲府ジュニアテニストーナメント 優勝・準優勝者 
  優  勝 所 属 準 優 勝 所 属 

第１回 
18 才以下 

男子 遠藤 賢 山梨学院大学附属高等学校 山田 祐太朗 荏原湘南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

2007 年 女子 佐藤 亜矢 ISHII T,A 前田 祐那 ｴｲﾑ TA 

（平成 19） 
16 才以下 

男子 松崎 勇太郎 ﾘﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅ TS 武田 大典 京王赤城ｱｶﾃﾞﾐｰ 

  女子 日比 沙織 桜田倶楽部 穂積 絵莉 パームインターナショナルＴＡ 

第２回 
18 才以下 

男子 徳永 真一 荏原ＳＳＣ 福島 晴之 オールサムズＴＣ 

2008 年 女子 牧野 菜摘 宮田中 木野 茜 チームＺＩＰ 

（平成 20） 
16 才以下 

男子 松崎 勇太郎 ﾘﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅ TS 武田 大典 京王赤城ｱｶﾃﾞﾐｰ 

  女子 日比 沙織 桜田倶楽部 穂積 絵莉 パームインターナショナルＴＡ 

第３回 
18 才以下 

男子 廣瀬 暁己 荏原 SSC 親松 直人 秀明秀光高 

2009 年 女子 柳原 涼 Ｎ・ＣＳＰ 坂上   芙弥香 武蔵野ドーム TS 

（平成 21） 
16 才以下 

男子 実施せず     実施せず     

  女子 実施せず     実施せず     

第４回 
18 才以下 

男子 中込 優介 ｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 中澤 祐也 ｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

2010 年 女子 細沼 千紗 TENNIS SUNRISE 杉本 友里 N･CSP 

（平成 22） 
16 才以下 

男子 杉山 雄希 INABA T.S. 尾形 拳 大島ﾌﾗﾜｰﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 

  女子 鈴木 舞 ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 其田 桃子 狛江ｲﾝﾄﾞｱｼﾞｭﾆｱ ATP ﾁｰﾑ 

第５回 
18 才以下 

男子 中込 優介 ｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 鳴海 碧理 秀明英光高校 

2011 年 女子 廣川 真由 水郷ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 加藤 慧 緑ｹ丘ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 

（平成 23） 
16 才以下 

男子 田代 悠雅 楠ｸﾗﾌﾞ 渡邉 裕輝 KCJ ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ土浦 

  女子 原口 沙絵 荏原 SSC 山藤 真帆 YSC 

第６回 
18 才以下 

男子 徳本 翔 湘南工科大学附属高校 坂本 遥一郎 湘南工科大学附属高校 

2012 年 女子 羽澤 未宥 東京学館浦安高校 根本 咲菜 ﾌﾟﾗｽΑﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 

（平成 24） 
16 才以下 

男子 竹内 士瑛伊 荏原 SSC 加藤 拓巳 荏原 SSC 

  女子 ﾌﾘｱﾝﾄ ｴｲﾐ J･STAP 安藤 優希 N･CSP 

第７回 
18 才以下 

男子 児玉 幸樹 YSC 中村 進之介 IHSM ﾚﾆｯｸｽ 

2013 年 女子 力石 優衣 ﾌﾐﾔｴｰｽ市川ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 藤田 マリアン ｽﾋﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 

（平成 25） 
16 才以下 

男子 藤原 大生 CSJ 野村 優斗 荏原 SSC 

  女子 小林 ほの香 荏原 SSC 杉山 歩 ﾌｧｰｲｰｽﾄ JRTA 

第８回 
18 才以下 

男子 権太 圭吾 ISHII T,A 門矢 和真 慶應義塾高校 

2014年 女子 立山 里菜 吉田テニス研修センター 佐藤 光 登戸サンライズ TC 

（平成 26） 
16 才以下 

男子 本郷 荘一郎 TEAM YUKA 渡辺 将貴 ISHII TA 

  女子 川村 茉那 CSJ 入内嶋 七菜 荏原 SSC 

第９回 
18 才以下 

男子 門矢 和真 慶応義塾高校 中山 樹 TAI TENNIS SCHOOL 

2015年 女子 小出 涼音 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 蔭山 美憂 VAL 

（平成 27） 
16 才以下 

男子 守谷 岳 Ｕ．Ｔ．Ｐ．あたごＴＣ 青木 一晟 荏原 SSC 

  女子 松田 絵理香 IHSM ﾚﾆｯｸｽ 宮田 萌芳 TEAM REC 

第１０回 
18 才以下 

男子 保坂 駿太 ｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 渡辺 将貴 ISHII TENNIS ACADEMY 

2016 年 女子 山田 悠理 浦和麗明高 浮田 侑奈 秀明英光高 

（平成 28） 
16 才以下 

男子 久保 静也 鵠沼平本ｶﾞｰﾃﾞﾝｺｰﾄ 山内 一輝 八王子ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

  女子 毛呂 彩音 たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 真野 玲音 ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

第１１回 
18 才以下 

男子 保坂 駿太 ｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 小野 海斗 ＩＳＨＩＩ ＴＥＮＮＩＳ ＡＣＡＤＥＭＹ 

2017 年 女子 狐塚 理子 ｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 浅賀 遥 荏原ＳＳＣ 

（平成 29） 
16 才以下 

男子 飯田 拓弥 京王赤城ｱｶﾃﾞﾐｰ 小倉 諭行 昭和の森ＪＴＳ 

  女子 長谷川 采香 たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 岩佐 菜々心 たちかわＪＴＡ 

第１2 回 
18 才以下 

男子 手嶋 海陽 中国ﾃﾆｽ協会 横田 大夢 ETC 

2018 年 女子 山田 梨香子 白鳳女子高 中込 笑愛 ISHII TENNIS ACADEMY 

（平成 30） 
16 才以下 

男子 三城 貴雅 荏原 SSC 三村 夏偉 SPORTS ACADEMY TENNIS 

  女子 松坂 珠代 KION 南市川 斉藤 咲希 SOL Tennis College 



  優  勝 所 属 準 優 勝 所 属 

第１3 回 
18 才以下 

男子 手嶋 海陽 ISHII TENNIS ACADEMY 中野 龍一郎 Team YUKA 

2019 年 女子 黒崎 早絢 白鳳女子高 宮 亜美 白鳳女子高 

（令和１年） 
16 才以下 

男子 北牧 慶一郎 テニスカレッジやよい台 関口 恒 レニックステニススクール 

  女子 名雪 芹 荏原 SSC 永田 奈々 CSAT 

第１4回 
18 才以下 

男子       

2020 年 女子       

（令和 2 年） 
16 才以下 

男子       

  女子       

 


