
【仮ドロー】

１．主　　催　　 南島原市テニス協会

２．期　　日　　 令和２年２月２９日（土）～３月１日（日）

午前８時３０分受付開始、午前９時試合開始

３．会　　場　　 ○有家総合運動公園テニスコート（６面）

○布津テニスコート（４面）

○北有馬ふれあい広場テニスコート（４面）

日程 会場

           ・2/29 （有家）… 18才以下男子Ｓ

（土） 16才以下男子Ｓ

（北有馬）… 14才以下男子Ｓ

12才以下男子Ｓ

（布津）… 16才以下女子Ｓ

14才以下女子Ｓ

12才以下女子Ｓ

10才以下男・女子Ｓ

　  ・3/1 （有家）… 18才以下男子Ｄ

16才以下男子Ｄ

14才以下男子Ｄ

（日） 12才以下男女Ｄ

（布津）… 16才以下女子Ｄ

14才以下女子Ｄ

※試合ゲーム数は、当日状況により変更となる場合がありますのでご了承下さい。

４．試合方法 ①ウォーミングアップはサーブ４本とします。

　　　　　　　　　 ②アンパイアのつかない（セルフジャッジ）の試合形式。

　　　　　　　  　　　　 ただし、場合によっては審判をつけることができる。

　　　　　　　　　 ③試合進行上の都合やその他の事情によっては、試合方法を変更する

　　　　　　　　　　　   場合があります。

５．参加料　  シングルス　1,000円（１名）　ダブルス　2,000円（１組）　（大会当日徴収）

６．注意事項　　 ①オーダーオブプレー（試合進行表）で行います。

②試合球は、ドロー番号の小さい方の選手が本部に取りにくること。

　試合終了後は、勝者が直ちにスコアーを報告しボールを返却する。

③２０秒ルール（ポイント間）、９０秒ルール（エンド・チェンジ）を厳守してください。

④服装は清潔で礼儀正しい習慣的にみとめられているテニスウエアー

　　　　　　　　　　  　または所属する学校の体操服にしてください。

　　　　　　　　　 ⑤判定とコール、カウントのアナウンスを実行してください。

⑥本要項に定めない事項は、ＪＴＡテニスルールブックに則します。

             ⑦試合当日雨天による中止等は会場にて決定します。

             ⑧大会期間中における事故、怪我等につきましては応急措置はいたしますが、

　それ以上の責任は負いかねます。

６ｹﾞｰﾑ先取ﾉｰｱﾄﾞ（予定）

種目 予　選 決　勝

第１４回島原半島ジュニアテニス大会

６ｹﾞｰﾑ先取ﾉｰｱﾄﾞ（予定）

４ｹﾞｰﾑ先取ﾉｰｱﾄﾞ（予定）



Ａ 氏名 所属 福森　功一郎 山﨑　史哉 宮本　愛斗 佐原　竜也 酒井　遥次郎 順位

1 福森　功一郎 フリー

2 山﨑　史哉 島原中央高

3 宮本　愛斗 島原農業高

4 佐原　竜也 島原農業高

5 酒井　遥次郎 島原農業高

Ｂ 氏名 所属 坂庭　衆斗 林田　笙汰 宇土　翔真 森﨑　裕達 順位

6 坂庭　衆斗 島原中央高

7 林田　笙汰 島原農業高

8 宇土　翔真 島原農業高

9 森﨑　裕達 島原農業高

Ｃ 氏名 所属 平山　寛汰 堀　洸介 山﨑　大志 柴田　幸明 順位

10 平山　寛汰 長崎J-StarTC

11 堀　洸介 島原農業高

12 山﨑　大志 島原農業高

13 柴田　幸明 島原農業高

Ｄ 氏名 所属 田中　秀征 中村　光志 本多　翔湧 太田　敢 順位

14 田中　秀征 島原農業高

15 中村　光志 ＭＣ．ＦＯＲＤ

16 本多　翔湧 島原農業高

17 太田　敢 島原中央高

Ｅ 氏名 所属 田中　陸翔 廣瀬　大我 出口　俊汰 馬渡　斐色 順位

18 田中　陸翔 長崎J-StarTC

19 廣瀬　大我 島原農業高

20 出口　俊汰 ＭＣ．ＦＯＲＤ

21 馬渡　斐色 島原農業高

Ｆ 氏名 所属 田坂 颯汰 徳永 智也 古瀬 裕大 有馬 崇成 順位

22 田坂　颯汰 長崎TLD

23 徳永　智也 島原中央高

24 古瀬　裕大 島原農業高

25 有馬　崇成 島原農業高

対戦成績

18才以下男子シングルス

対戦成績

対戦成績

対戦成績

対戦成績

対戦成績



Ａ 氏名 所属 増田　透也 井上　静月 前田　和郁 力田　海斗 大坪　勇翔 順位

1 増田　透也 島原農業高

2 井上　静月 長崎J-StarTC

3 前田　和郁 ＭＣ．ＦＯＲＤ

4 力田　海斗 島原農業高

5 大坪　勇翔 風.Jr

Ｂ 氏名 所属 藤田　浩之 荒木　翔 森　晃翔 本村　凌雅 順位

6 藤田　浩之 島原中央高

7 荒木　翔 島原農業高

8 森　晃翔 島原農業高

9 本村　凌雅 南島原ジュニア

C 氏名 所属 草野　頼斗 植松　命 植木　翔大 吉田　響 順位

10 草野　頼斗 島原農業高

11 植松　命 島原中央高

12 植木　翔大 TEAM F

13 吉田　響 海星ｼﾞｭﾆｱ

D 氏名 所属 堀部　幸汰 粟戸　雅己 谷川　司 島田　晟伍 山口　琢磨 順位

14 堀部　幸汰 島原中央高

15 粟戸　雅己 口之津中学校

16 谷川　司 島原農業高

17 島田　晟伍 島原農業高

18 山口　琢磨 長崎J-StarTC

16才以下男子シングルス

対戦成績

対戦成績

対戦成績

対戦成績



Ａ 氏名 所属 中川　晶生伶 船戸　貴心 岩永　直太 江見　純哉 井上　捺緋 順位

1 中川　晶生伶 海星ｼﾞｭﾆｱ

2 船戸　貴心 南島原ジュニア

3 岩永　直太 ACTながさき

4 江見　純哉 ＭＣ．ＦＯＲＤ

5 井上　捺緋 長崎J-StarTC

Ｂ 氏名 所属 前田　真演 伊藤　昊祐 北田　悠斗 松尾　環太 順位

6 前田　真演 木下庭球塾

7 伊藤　昊祐 南島原ジュニア

8 北田　悠斗 岩屋中学校

9 松尾　環太 ＭＣ．ＦＯＲＤ

C 氏名 所属 古賀　圭 増田　理裕 松山　咲音 大塚　修太朗 順位

10 古賀　圭 南島原ジュニア

11 増田　理裕 長崎J-StarTC

12 松山　咲音 ACTながさき

13 大塚　修太朗 海星ｼﾞｭﾆｱ

D 氏名 所属 前山　佑太 末永　一哲 長谷津　祐心 白石　祐樹 順位

14 前山　佑太 木下庭球塾

15 末永　一哲 長崎J-StarTC

16 長谷津　祐心 南島原ジュニア

17 白石　祐樹 海星ｼﾞｭﾆｱ

14才以下男子シングルス

対戦成績

対戦成績

対戦成績

対戦成績



Ａ 氏名 所属 森保　光平 舟越　蓮 林田　瑛太 林田　優俄 中原　惟人 順位

1 森保　光平 長崎ＴＬＤ

2 舟越　蓮 ＭＣ．ＦＯＲＤ

3 林田　瑛太 南島原ジュニア

4 林田　優俄 長崎J-StarTC

5 中原　惟人 風.Jr

B 氏名 所属 中村　唯人 中島　日希 横田  大樹 緒方　一馬 順位

6 中村　唯人 ＭＣ．ＦＯＲＤ

7 中島　日希 海星ｼﾞｭﾆｱ

8 横田  大樹 島原ジュニア

9 緒方　一馬 長崎J-StarTC

（Ｂの2位）

（Ａの2位）

（Ｂの1位）

12才以下男子シングルス

対戦成績

対戦成績

（Ａの1位）



Ａ 氏名 所属 平野　志歩 白石　煌明 横田  涼椰 平山　宏太 上河　浩太 順位

1 平野　志歩 海星ｼﾞｭﾆｱ

2 白石　煌明 南島原ジュニア

3 横田  涼椰 島原ジュニア

4 平山　宏太 風.Jr

5 上河　浩太 ＭＣ．ＦＯＲＤ

Ｂ 氏名 所属 吉川　蒼祐 江見　柊真 中村　吉助 小笠原　芽乃進 松尾　琢也 順位

6 吉川　蒼祐 島原ジュニア

7 江見　柊真 ＭＣ．ＦＯＲＤ

8 中村　吉助 海星ｼﾞｭﾆｱ

9 小笠原　芽乃進 長崎J-StarTC

10 松尾　琢也 ＭＣ．ＦＯＲＤ

C 氏名 所属 海﨑　浩平 元田　敦士 出口　未桜 古賀　旬 順位

11 海﨑　浩平 長崎J-StarTC

12 元田　敦士 長崎TLD

13 出口　未桜 ＭＣ．ＦＯＲＤ

14 古賀　旬 南島原ジュニア

順位

10才以下男女シングルス

対戦成績

対戦成績

対戦成績

対戦成績

決勝リーグ（各パート1位）



田中　陸翔 坂庭　衆斗 山﨑　史哉 中村　光志

平山　寛汰 太田　敢 徳永　智也 出口　俊汰

田中　陸翔 長崎J-StarTC

平山　寛汰 長崎J-StarTC

坂庭　衆斗 島原中央高校

太田　敢 島原中央高校

山﨑　史哉 島原中央高校

徳永　智也 島原中央高校

中村　光志 ＭＣ．ＦＯＲＤ

出口　俊汰 ＭＣ．ＦＯＲＤ

堀部　幸汰 藤田　浩之 山口　琢磨 大坪　勇翔

植松　命 粟戸　雅己 末永　一哲 本村　凌雅

堀部　幸汰 島原中央高校

植松　命 島原中央高校

藤田　浩之 島原中央高校

粟戸　雅己 口之津中学校

山口　琢磨 長崎J-StarTC

末永　一哲 長崎J-StarTC

大坪　勇翔 風.Jr

本村　凌雅 南島原ジュニア

順位

対戦成績 順位

16才以下男子ダブルス

氏名

2

3

4

1

所属

18才以下男子ダブルス

1

氏名 所属 対戦成績

2

3

4



前山　佑太 松尾　環太 井上　捺緋 伊藤　昊祐 北田　悠斗 中川　晶生伶

前田　真演 江見　純哉 増田　理裕 船戸　貴心 長谷津　祐心 白石　祐樹

前山　佑太 木下庭球塾

前田　真演 木下庭球塾

松尾　環太 ＭＣ．ＦＯＲＤ

江見　純哉 ＭＣ．ＦＯＲＤ

井上　捺緋 長崎J-StarTC

増田　理裕 長崎J-StarTC

伊藤　昊祐 南島原ジュニア

船戸　貴心 南島原ジュニア

北田　悠斗 岩屋中学校

長谷津　祐心 南島原ジュニア

中川　晶生伶 海星ｼﾞｭﾆｱ

白石　祐樹 海星ｼﾞｭﾆｱ

5

6

2

3

4

14才以下男子ダブルス

氏名 所属

1

対戦成績 順位



久原　圭人 上河　浩太 永冨　晃基 喜々津　ゆあ

森保　光平 松尾　琢也 林田　瑛太 長谷津　心路

久原　圭人 長崎TLD

森保　光平 長崎TLD

上河　浩太 ＭＣ．ＦＯＲＤ

松尾　琢也 ＭＣ．ＦＯＲＤ

永冨　晃基 海星ｼﾞｭﾆｱ

林田　瑛太 南島原ジュニア

喜々津　ゆあ 風.Jr

長谷津　心路 南島原ジュニア

古賀　圭 古市　蒼空 舟越　蓮 宮田　夢子

中村　唯人 立花　蔵之助 林田　優俄 兒島　加純

古賀　圭 南島原ジュニア

中村　唯人 ＭＣ．ＦＯＲＤ

古市　蒼空 長崎TLD

立花　蔵之助 長崎TLD

舟越　蓮 ＭＣ．ＦＯＲＤ

林田　優俄 長崎Ｊ-StarTC

宮田　夢子 風.Jr

兒島　加純 TEAM F

所属氏名

12才以下男・女ダブルス

氏名 所属 対戦成績

3

順位

1

対戦成績

順位

4

8

7

2

6

5



Ａ 氏名 所属 福田　紗月 野口　知乃 松山　藍香 冨永　菫 順位

1 福田　紗月 TEAM F

2 野口　知乃 長崎J-StarTC

3 松山　藍香 南島原ジュニア

4 冨永　菫 長崎J-StarTC

B 氏名 所属 兒島　未純 草野　真帆 芳野　里帆 順位

5 兒島　未純 TEAM F

6 草野　真帆 フリー

7 芳野　里帆 長崎J-StarTC

（Ａの2位）

（Ｂの1位）

16才以下女子シングルス

対戦成績

対戦成績

（Ａの1位）

（Ｂの2位）



Ａ 氏名 所属 船戸　蘭心 東　ひかる 竹内　伶 矢田　陽 順位

1 船戸　蘭心 南島原ジュニア

2 東　ひかる 風.Jr

3 竹内　伶 海星ｼﾞｭﾆｱ

4 矢田　陽 風.Jr

Ｂ 氏名 所属 髙見　葵 中村　奈央 松山　絢香 宮田　吏子 順位

5 髙見　葵 ＭＣ．ＦＯＲＤ

6 中村　奈央 長大付属小学校

7 松山　絢香 南島原ジュニア

8 宮田　吏子 風.Jr

（Ａの2位）

（Ｂの1位）

対戦成績

14才以下女子シングルス

対戦成績

（Ａの1位）

（Ｂの2位）



Ａ 氏名 所属 宮田　夢子 長谷津　心路 山下　優月 山田　清葉 順位

1 宮田　夢子 風.Jr

2 長谷津　心路 南島原ジュニア

3 山下　優月 TEAM F 

4 山田　清葉 TEAM F 

B 氏名 所属 兒島　加純 今里　遙香 喜々津　ゆあ 順位

5 兒島　加純 TEAM F 

6 今里　遙香 長崎J-StarTC

7 喜々津　ゆあ 風.Jr

（Ａの2位）

（Ｂの1位）

12才以下女子シングルス

対戦成績

対戦成績

（Ａの1位）

（Ｂの2位）



兒島　未純 冨永　菫 本村　桜希 芳野  里帆

福田　紗月 野口　知乃 松山　藍香 髙見　葵

兒島　未純 TEAM F

福田　紗月 TEAM F

冨永　菫 長崎J-StarTC

野口　知乃 長崎J-StarTC

本村　桜希 南島原ジュニア

松山　藍香 南島原ジュニア

芳野  里帆 長崎J-StarTC

髙見　葵 ＭＣ．ＦＯＲＤ

宮田　吏子 竹内　伶 松山　絢香

矢田　陽 中村　奈央 船戸　蘭心

宮田　吏子 風.Jr

矢田　陽 風.Jr

竹内　伶 海星ｼﾞｭﾆｱ

中村　奈央 長大付属小学校

松山　絢香 南島原ジュニア

船戸　蘭心 南島原ジュニア

3

1

2

14才以下女子ダブルス

氏名 所属 対戦成績 順位

4

3

2

1

16才以下女子ダブルス

氏名 所属 対戦成績 順位


