
天候などの理由により、スケジュールが変更となることがあります。

1 初日の受付について：

６月１５日（土） 　９：００～９：２５

　９：１５まで

１０：００まで

＊上記の時間内に受付をしなかった選手はＮ／Ｓとして、替わりに補欠の選手が入ります。

2 会場 鳥取市 コカ・コーラボトラーズジャパン スポーツパーク テニスコート

鳥取市布勢１４６－１ ＴＥＬ ０８５７－３１－６９１１

3 競技方法 トーナメント　セルフジャッジ

　　（１）コンパス・ドロー方式

　　（２）試合方法

本戦、３Ｒまでは８ゲームスプロセット。

ＳＦ、Ｆ、３位決定戦、５～８位決定戦は３タイブレークセットマッチ。

他の順位決定戦は８ゲームスプロセット。

各試合のウォーミングアップは３分間。時間を厳守してください。

＊雨天など進行の都合で、試合方法を変更することもあります。

4 使用球 ブリヂストン　ＸＴ-８

5 ﾜﾝｺｲﾝ制度 本大会は、ワンコイン制度対象大会です。参加に当たり、参加料とは別に

ワンコイン制度として金１００円を負担願います。

6 参 加 料 ５，1００円　（参加料 ５，０００円＋ワンコイン制度 １００円）

(事前に振込、詳細は「参加料振込について」を参照して下さい。）

7 ＪＴＡルールを準用する。

8 全国大会 第３７回 全国小学生テニス選手権大会

７月27日（土）～７月３０日（火）　予備日：３１日（水）

第一生命保険相互会社　相娯園総合グランウドテニスコート

中国代表枠　４名（+α）　（予定）

9 Ｎ／Ｓの連絡先 やむを得ず欠場する場合は、なるべく早く下記宛て連絡して下さい。

　緊急 ＴＥＬ ０９０－３００３－９６７３（楠瀬）

練習コート

男子受付締切

女子受付締切

FOLLOWED BY 各種目２Ｒ、３Ｒおよびコンソレーション FOLLOWED BY

連絡事項

９：３０～ 男子１Ｒ ９：００～ 各種目ＳＦ（１５日本部発表）

１０：００～ 女子１Ｒ FOLLOWED BY コンソレーション（１５日本部発表）

２０１９　第３７回　全国小学生テニス選手権大会　中国予選大会

オーダーオブプレイ

６月１５日（土） ６月１６日（日）

　９：００～ 練習コート ８：００～ 練習コート



６月７日(金)までに中国テニス協会へ参加料（５，１００円）を振り込み、

「振替払込請求書兼受領証」を大会当日持参して下さい。

＊補欠の場合は振り込み不要です。

   （本戦に繰り上がった場合のみ参加料が必要となります。）

【払込先】

ゆうちょ銀行または郵便局に備え付けの払込取扱票に必要事項を記入して下さい。

１．大会名

２．出場種目

３．ドロー番号

４．氏名・所属

を、必ず記入して下さい。

［通信欄記入例］

　　小学生大会　　男子　No.1　中国一郎（中国テニスクラブ）

＊ドロー公開後は、いかなる理由があっても参加料の支払い義務が発生します。

この後、中国ジュニア選手権大会の振り込みが始まりますので、
振込期限を守って下さい。

参加料振込について

●口座記号および番号

●加入者名

●通信欄

　０１３８０－４－５３５６７

　中国テニス協会



2019小学生大会中国予選 2019/6/15.16　コカ・コーラボトラーズジャパン　スポーツパークテニスコート

BS
所属団体 所属学校 Pref. Round 1 R 2 Qf Sf F 勝者
   

1 たけなみＴＡ 乙島小学校 岡山 高橋 廉汰朗 [1]  
    

2 やすいそ庭球部 井口明神小学校 広島 山﨑 光   
     

3 Ｔｅｎｓｉｏｎ 畑賀小学校 広島 渡邉 栞太   
     

4 アルファＴＣ 新田小学校 山口 大方 康平   
     

5 石川ＴＳ 味野小学校 岡山 塩飽 永二   
 山口大学教育学部     

6 山口テニスアカデミー 附属山口小学校 山口 長谷川 和真   
     

7 遊ポートＴＣ 宮ノ下小学校 鳥取 太田 翔   
     

8 ＪＦＴＣ 一宮小学校 岡山 柏木 捷太郎 [5]   
     

9 たけなみＴＡ 倉敷東小学校 岡山 伊藤 広翔 [4]   
     

10 サニーＴＳ 車尾小学校 鳥取 寺坂 遼央   
     

11 石川ＴＳ 琴浦南小学校 岡山 伊瀬 史晃   
     

12 ツルガハマＴＣ 菊川小学校 山口 弘 風音   
     

13 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 早島小学校 岡山 中川 琉成   
     

14 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 本庄小学校 島根 安立 紳平   
     

15 ＮＢテニスガーデン 五月ヶ丘小学校 広島 渡辺 咲玖   
     

16 ラスタットＴＣ 大野小学校 岡山 西山 大和 [6]   
     

17 福山テニス王国 樹徳小学校 広島 大嶋 巧翔 [8]   
     

18 グリーンベアーズ 八雲小学校 島根 小桜 空芽   
     

19 風の国ＴＣＪｒ 松原小学校 島根 古田 真拓   
     

20 Ｓｃｒａｔｃｈ 戸山小学校 広島 大下 遥希   
     

21 グリーンベアーズ 加茂小学校 島根 渡部 朔也   
     

22 ＴＣ　ＡＲＴ 牛窓東小学校 岡山 小野田 陽太   
     

23 山口オーサンスＴＣ 鋳銭司小学校 山口 宇野 碧致   
     

24 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 浦安小学校 岡山 中島 璃人 [3]   
     

25 境港ジュニア 福生東小学校 鳥取 土海 悠太 [7]   
     

26 ミズノＴＳ岩国 麻里布小学校 山口 坪倉 武光   
     

27 遊ポートＴＣ 明徳小学校 鳥取 安田 彰汰   
     

28 ラスタットＴＣ 平井小学校 岡山 浜田 響己   
     

29 グリーンベアーズ 古志原小学校 島根 幡原 創   
     

30 アポロＴＣ 住吉小学校 鳥取 山﨑 大麓   
     

31 サニーＴＳ 福米東小学校 鳥取 岸田 拓真   
     

32 やすいそ庭球部 平良小学校 広島 岩井 惺 [2]  

みなみ坂ＴＳ 牛田新町小学校 広島 住田　涼成
やすいそ庭球部 大芝小学校 広島 藤山　一千翔

補欠１

補欠２

補欠３

補欠４



2019小学生大会中国予選 2019/6/15.16　コカ・コーラボトラーズジャパン　スポーツパークテニスコート

GS
所属団体 所属学校 Pref. Round 1 R 2 Qf Sf F 勝者
   

1 ラスタットＴＣ 岡山中央小学校 岡山 五藤 玲奈 [1]  
    

2 アルファＴＣ 富田東小学校 山口 重永 莉子   
     

3 アサヒＴＣ 三門小学校 岡山 廣澤 真伊   
     

4 加茂遊学ＳＣ 加茂小学校 島根 佐藤 彩海   
     

5 グリーンベアーズ 竹矢小学校 島根 佐藤 音羽   
 部     

6 レノファ山口 附属山口小学校 山口 長岡 愛   
     

7 Ｉ出雲 今市小学校 島根 池淵 ひかり   
     

8 石川ＴＳ 児島小学校 岡山 石川 星来 [7]   
     

9 アルファＴＣ 勝間小学校 山口 大河原 絆愛 [4]   
     

10 ＳＴＥＶＥ 羽合小学校 鳥取 櫻井 利真   
     

11 グリーンベアーズ 古志原小学校 島根 宮本 恵   
     

12 Ｓｃｒａｔｃｈ 大塚小学校 広島 田口 桜   
     

13 アルファＴＣ 下松小学校 山口 小林 奈月   
     

14 柳生園ＴＣ 芳明小学校 岡山 村上 七菜   
     

15 ラスタットＴＣ 岡山中央小学校 岡山 樽床 風音   
     

16 やすいそ庭球部 己斐上小学校 広島 清田 あいこ [5]   
     

17 サニーＴＳ 崎津小学校 鳥取 春山 のぞみ [6]   
     

18 庭球館 長束西小学校 広島 大塚 あや   
     

19 浜村スポ少 浜村小学校 鳥取 井上 日彩   
     

20 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 新市小学校 広島 平田 里帆   
     

21 周南ジュニアＴＳ 秋月小学校 山口 谷本 葵   
     

22 ＳＴＥＶＥ 河北小学校 鳥取 竹部 姫菜   
     

23 ＮＢテニスガーデン 五月ヶ丘小学校 広島 渡辺 葵依   
     

24 ラスタットＴＣ 芳泉小学校 岡山 原田 萌衣 [3]   
     

25 ラスタットＴＣ 第一藤田小学校 岡山 志久 舞優 [8]   
     

26 グリーンベアーズ 八束学園 島根 門脇 有咲   
     

27 境港ジュニア 福生東小学校 鳥取 土海 環   
     

28 やすいそ庭球部 大芝小学校 広島 藤山 羽優   
     

29 たけなみＴＡ 阿曽小学校 岡山 山口 心暖   
     

30 ミズノＴＳ 藤山小学校 山口 前田 ゆめ   
     

31 遊ポートＴＣ 末恒小学校 鳥取 内田 祥生   
     

32 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 新市小学校 広島 平田 早希 [2]  

柳生園ＴＣ 山手小学校 岡山 丸山　華穂
ＭＩＹＡＫＥＪｒ高屋ＴＣ 竜之口小学校 岡山 中村　若那

補欠１

補欠２

補欠３

補欠４
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