
2018ジュニアテニス大会(ダブルス）　要綱
　

主　　　　催 鈴鹿テニス協会
主　　　　管 IOB
特 別 協 賛 AGF 鈴鹿株式会社
協　　　　賛 ダンロップ
会　　　　場 鈴鹿市営テニスコート　１番～６番コート

ディレクター 伊藤　三雄
レフェリー 勝田　成仁　
アシスタント 山中　義輝

日　　　　時

＊ 小学生男子　：　１２月１５日（土）
　　A～Ｆブロック　：　８時４５分迄に受付を終了する事
　　Ｇ～Ｈブロック　：　１０時迄に受付を終了する事

   決勝トーナメントは １２月１６日（日）に実施する
　　 (８時４５分迄に受付を終了する事）
　 但し　１６日未消化分は１２月２４日（月　祝日））予備日に実施する

１２月１５日が雨天等で中止の場合は１２月２４日（月　祝日））予備日に 　
トーナメント戦で実施する。
トーナメント戦の要綱・ドローは１２月１９日（水）に掲載する。

＊ 小学生女子　：　１２月１５日（土）
　　 　１０時迄に受付を終了する事

　　１５日未消化の場合は１２月１６日（日）に実施する

１２月１５日が雨天等で中止の場合は１２月２４日（月　祝日））予備日に
トーナメント戦で実施する。
トーナメント戦の要綱・ドローは１２月１９日（水）に掲載する。

＊ 中学生男子　：　１２月１６日（日）
　　 　８時４５分迄に受付を終了する事

１２月１６日が雨天等で中止の場合は１２月２４日（月　祝日））予備日に
トーナメント戦で実施する。
トーナメント戦の要綱・ドローは１２月１９日（水）に掲載する。

＊ 各種目　進行状況により決勝は１セット、3位決定戦も実施

試合に関する注意事項

　　①　使用ボールはダンロップからヨネックスに変更
　　②　予選リーグは　４ゲーム先取ノーアド
　　③　決勝トーナメントへは各ブロック１，２位が進出する
　　④　決勝トーナメントは ６ゲーム先取ノーアドとする
　　⑤　試合前の練習はサービス　４本とする
　　⑥　試合終了後は、勝者がスコアを本部に報告する事　
　　⑦　本大会はテニスウエアを着用して下さい(Ｔシャツは不可）
　　⑧　天候による実施判断は、当日　９時、１０時に会場にて行います

試合中の傷害等については、救急車の手配のみ行いますが、
それ以外の責任は一切負いません。

鈴鹿ﾃﾆｽ協会ホームページ
http://suzuka-tennis-association.com/



小学生男子

高岡 亮 国分 新泰 岡部 世南 村田 真司

松岡 歩武 沢村 龍海 松井 碧哉 佐藤 大馳

高岡 亮 楠スポーツクラブ

松岡 歩武 リッチヒル

国分 新泰 SSG

沢村 龍海 SSG

岡部 世南 三重GTC

松井 碧哉 三重GTC

村田 真司 ﾔｽﾓﾄPTC

佐藤 大馳 みさとテニスクラブ

Ｂブロック

河北 源太 笹嶋 建伸 稲垣 伊織 村田 慎之亮

山口 稜太 北野 文太 井上 侑哉 野村 颯

河北 源太 三重GTC

山口 稜太 三重GTC

笹嶋 建伸 SSG

北野 文太 SSG

稲垣 伊織 リッチヒルテニスクラブ

井上 侑哉 リッチヒルテニスクラブ

村田 慎之亮ロランインドア

野村 颯 ロランインドア

Ｃブロック

小林 晴人 池口 昂汰 藤井 崇汰 今村 優太

長谷川 龍太郎 隈元 航太郎 原田 蒼大 永田 莉基

小林 晴人 ロランインドア

長谷川龍太郎ニックインドア

池口 昂汰 SSG

隈元 航太郎SSG

藤井 崇汰 三重GTC

原田 蒼大 三重GTC

今村 優太 ロングウッド鈴鹿

永田 莉基 ロングウッド鈴鹿

Aブロック

勝敗 得失点 得失点差 順位

勝敗 得失点 得失点差

勝敗 得失点 得失点差 順位

順位



小学生男子

Ｄブロック

清木 秀俊 田中 羚旺 古市 慧伍 野村 晴空

加藤 総一朗 猪熊 虎之介 三谷 航平 練木 盛

清木 秀俊 ニックインドア

加藤 総一朗ﾔｽﾓﾄPTS

田中 羚旺 SSG

猪熊 虎之介鈴鹿ジュニア

古市 慧伍 三重GTC

三谷 航平 三重GTC

野村 晴空 ロランインドア

練木 盛 ロランインドア

Eブロック

近藤 真弘 米倉 大貴 三宅 蒼翔 森田 敦良

宮崎 遥矢 山田 輝 佐野 聡介 松岡 達海

近藤 真弘 IOB

宮崎 遥矢 IOB

米倉 大貴 SSG

山田 輝 SSG

三宅 蒼翔 三重GTC

佐野 聡介 三重GTC

森田 敦良 伊賀TA

松岡 達海 伊賀TA

Fブロック

吉田 朔 加藤 樹真 藤本 悠進 原田 幸宜

片岡 龍亮 加藤 佑真 小林 大晟 鈴木 匠

吉田 朔 三重GTC

片岡 龍亮 三重GTC

加藤 樹真 刈谷テニスパーク

加藤 佑真 刈谷テニスパーク

藤本 悠進 三重GTC

小林 大晟 三重GTC

原田 幸宜 若鳩ＩＴＣ

鈴木 匠 オリンピアＳＣ

勝敗 得失点 得失点差 順位

勝敗 得失点 得失点差 順位

勝敗 得失点 得失点差 順位



小学生男子

Gブロック

森下 修惟 岡本 直也 森 研志郎

山川 蓮 小林 奏太 長谷川 拓音

森下 修惟 鈴鹿ジュニア

山川 蓮 鈴鹿ジュニア

岡本 直也 アクシズ

小林 奏太 アクシズ

森 研志郎三重GTC

長谷川 拓音 三重GTC

Hブロック

服部 心雅 藤本 健芯 金城 恵太

伊藤 悠真 横山 悠大 猪熊 隆之介

服部 心雅 SSG

伊藤 悠真 SSG

藤本 健芯 三重GTC

横山 悠大 三重GTC

金城 恵太 鈴鹿ジュニア

猪熊 隆之介鈴鹿ジュニア

勝敗 得失点得失点差 順位

勝敗 得失点得失点差 順位



小学生女子

堤 咲弥 深澤 恵芽 伊東 志 堤 芹菜

坂田 桃花 浦井 麟歌 出口 海結 山野 結衣

堤 咲弥 三重GTC

坂田 桃花 オリンピア

深澤 恵芽 ｱｸｼｽﾞ

浦井 麟歌 ハブホリ

伊東 志 伊賀TA

出口 海結 SSG

堤 芹菜 三重GTC

山野 結衣 三重GTC

Ｂブロック

黒田 梨南 河西 絢音 若菜 杏 近藤 楓果

宮田 陽菜 河西 唯花 小林 亜衣 有吉 尚美

黒田 梨南 三重GTC

宮田 陽菜 三重GTC

河西 絢音 ロングウッド鈴鹿

河西 唯花 ロングウッド鈴鹿

若菜 杏 三重GTC

小林 亜衣 三重GTC

近藤 楓果 IOB

有吉 尚美 IOB

Ｃブロック

若菜 蘭 生川 いろは上杉 詩乃 奥山 蒼来

服部 天寧 成田 栞葉 藤本 衣羽 加藤 綺那

若菜 蘭 三重GTC

服部 天寧 三重GTC

生川 いろは ロングウッド鈴鹿

成田 栞葉 ロングウッド鈴鹿

上杉 詩乃 三重GTC

藤本 衣羽 三重GTC

奥山 蒼来 ﾛﾗﾝｲﾝﾄﾞｱ

加藤 綺那 ヤスモトPTS

順位

順位

Aブロック

勝敗 得失点 得失点差

勝敗 得失点 得失点差

勝敗 得失点 得失点差 順位



小学生女子

Ｄブロック

青木　 いろは片岡 あおい近藤 咲南 服部 杏菜

南条　 桜子 大木 瑠那 清水 美咲 芦田 碧

青木　 いろは鈴鹿ジュニア

南条　 桜子 鈴鹿ジュニア

片岡 あおい三重GTC

大木 瑠那 三重GTC

近藤 咲南 オリンピア

清水 美咲 オリンピア

服部 杏菜 三重GTC

芦田 碧 三重GTC

Eブロック

伊東 美湊 日美 姫乃 森下 結有

粂 柚希 杉島 百花 南条 莉子

伊東 美湊 伊賀ＴＡ

粂 柚希 伊賀ＴＡ

日美 姫乃 三重GTC

杉島 百花 三重GTC

森下 結有 鈴鹿ジュニア

南条 莉子 鈴鹿ジュニア

得失点差 順位勝敗 得失点

勝敗 得失点 得失点差 順位



中学生男子

馬場 亮汰 室井 卓海 高岡 航太 大北 早瑛斗

田島 晴太郎 東山 諒 稲垣 天祥 小林 洋翔

馬場 亮汰 オリンピア

田嶋 晴太朗オリンピア

室井 卓海 テニスラウンジ

東山 諒 テニスラウンジ

高岡 航太 楠スポーツ

稲垣 天祥 リッチヒルＴＣ

大北 早瑛斗アクシズ

小林 洋翔 鈴鹿中等教育学校

Ｂブロック

牧野 陽向 松本 歩輝 小見 大翔 稲垣 結斗

濱村 侑希 呉山 邑都 木股 敬貴 鈴木 帆空翔

牧野 陽向 みさとTC

濱村 侑希 名張RTC

松本 歩輝 ロングウッド

呉山 邑都 鈴鹿ジュニア

小見 大翔 三重GTC

木股 敬貴 三重GTC

稲垣 結斗 桑名TA

鈴木 帆空翔桑名TA

Ｃブロック

蔵城 萌斗 佐治 和希 山中 晴陽

水﨑 大貴 岩本 直樹 山川 流輝

蔵城 萌斗 ロランインドア

水﨑 大貴 ニックインドア

佐治 和希 桑名TA

岩本 直樹 桑名TA

山中 晴陽 鈴鹿ジュニア

山川 流輝 鈴鹿ジュニア

Ｄブロック

和田 康太郎 大平 渚斗 服部 惺月

大橋 良太 中西 希慎 寺田 壮汰

和田 康太郎鈴鹿ジュニア

大橋 良太 鈴鹿ジュニア

大平 渚斗 三重GTC

中西 希慎 伊賀TA

服部 惺月 三重GTC

寺田 壮汰 桑名TA

勝敗 得失点 得失点差 順位

Aブロック

得失点差 順位

勝敗 得失点 得失点差

勝敗 得失点 得失点差 順位

順位

勝敗 得失点



　

小学生女子　トーナメント

小学生男子　トーナメント
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中学生男子　トーナメント
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