
会　場 東予運動公園テニス場　他

日　程 平成２３年１０月８日（土）～１０日（月；祝）

主　催 四　国　テ　ニ　ス　協　会
中　国　テ　ニ　ス　協　会

主　管 四国テニス協会ジュ二ア委員会
ナショナルトレーニングセンター四国地域支部
ナショナルトレーニングセンター中国運営会議

平成２３年度

20１１　地域トレーニングセンターによる
第２回 中国・四国小学生テニス大会（団体戦）



１． 主　　催 中国テニス協会

四国テニス協会

２． 主　　管 四国テニス協会ジュニア委員会

ナショナルトレーニングセンター中国運営会議

ナショナルトレーニングセンター四国地域支部

３． 日　　時 平成２３年１０月８日（土）～１０日（月・祝）　

集合　　　 10月8日 12:00 昼食を済ませて集合

試合開始　 13:00

解散 10月10日 16:00 （予定）

４． 場　　所 会場　；　東予運動公園テニスコート（砂入り人工芝8面）他

　　　　　　西条市河原津新田甲157番地　ＴＥＬ ０８９８－６６－０３６１

宿舎　；　ひうち会館ホテルひうちつどい


            西条市ひうち１番の１６  ＴＥＬ ０８９７－５３－１１３１


５． 募集人員 小学生：男子２名女子２名　監督１名による団体戦

　　　　　　 選手は小学生に限る

全日程を通じて参加する選手であること。

６． 選考方法 各県において選手、監督を選出し県単位で申し込んで下さい。

引率指導者（監督）について試合中のベンチコーチとして参加して

いただきますので、可能な限り有資格者が望ましいと思います。

７． 試合方法 ・男女とも２シングルス１ダブルスとし。３ショートセットマッチを採用します。

　シングルス・ダブルスともファイナルスーパータイブレイク。

　団体戦形式として３ポイントを争うことになります。

　ですが場合（天候など）によってトーナメント方式に変更もあります。

８． 表　　彰 　試合結果の表彰に加えて、応援や、フェアプレー、マナー、

　の素晴らしいチームや個人についても賞を設けて表彰します。

　資料は会場にて別途ご案内します。

９． 参 加 料 ２５,０００円（２泊６食代を含む）/選手・監督　１名分　

選手４名、指導者（監督）１名　　

１チーム　１５０，０００円

（引率指導者に支給する部分を各県で負担していただく事になりますので

　上記参加料を徴収させていただきます。）

平成２３年度・地域トレーニングセンターによる
中国・四国地域小学生テニス大会（団体戦）・開催要項



日程 時　刻

12:00 集合・受付 　１０：００からコート開放
（「受付」は、東予運動公園テニス管理棟）

12:30 開始 開始式（コートに、ウォームアップの出来る準備をして集合）
13:00 試合 男女団体戦　

３ショートセット、ファイナルスーパータイブレーク方式
17:00 終了 （コート整備を終えて終了）
17:10 移動 （移動の出来る準備をして管理棟前に集合、その後宿舎へ移動）
18:00 夕食・入浴
19:30 ミーティング ジュニアミーティングⅠ（交流会Ⅰ部）

ストレッチ指導 飛鷹先生（川之江高校）
コミュニケーションゲーム等

21:00 就寝準備 指導者ミーティング
22:00 就寝 四国中国指導者ミーティング

6:00 起床
6:30 モーニングエクササイズ
7:00 朝食
7:30 移動 (途中：コンビニで飲料水等を調達する）
8:30 男女団体戦　

３ショートセット、ファイナルスーパータイブレーク方式
12:00 昼食（試合の合間を見て各自で）
13:20
16:10

17:00 終了 （コート整備を終えて終了）
17:10 移動 引率指導者の車を利用して宿舎へ移動
18:00 夕食・入浴

入浴
18:30 夕食
19:30 ミーティング ジュニアミーティングⅡ　（交流会Ⅱ部）

ルール・マナー・栄養・テニスの歴史について
21:00 就寝準備 指導者ミーティング
22:00 就寝 中国四国指導者ミーティング

6:00 起床
6:30 モーニングエクササイズ
7:00 朝食
7:30 移動 (途中：コンビニで飲料水等を調達する）
9:00 開始 男女団体戦　

３ショートセット、ファイナルスーパータイブレーク方式
12:00 昼食 昼食（試合の合間を見て各自で）

13:00 調整タイム：試合後の調整方法を確認する。
　テクニカル・フィジカルの調整実践：指導　四国コーチ　トレーナー

14:00 解散 終了　各地域別　反省会

持参するもの １．プレイヤーズノートと筆記用具は必ず、持参してください。
　　お持ちで無い方は、早目に、各県テニス協会から入手してください。
２．保険証のコピー・（必要なら日頃使っている常備薬を持参してください）

平成２３年度　中国・四国地域小学生テニス大会（団体戦）

内　　　　　　容

８日
(土)

９日
(日)

１０
日
(月
祝)



広島県 № 氏　　名 団体名 在籍学校名

男子 1 阿部　称也 T-Step 原小学校 6年 2000年

2 秋吉　大地 西条ロイヤルテニスクラブ 矢野南小学校 5年 2000年

女子 1 梶下　美空 Tension 古市小学校 6年 1999年

2 杉本　夏鈴 NBテニスガーデン 大塚小学校 6年 1999年

コーチ 1 阿部　直樹 T-Step 1969年

岡山県 № 氏　　名 団体名 在籍学校名

男子 1 山浦　淳輝 チェリーＴＣ 万寿東小学校 5年 2000年

2 小野　蒼太 ハチヤＴＳ 陵南小学校 6年 1999年

女子 1 綾部　凪紗 柳生園ＴＣ 彦崎小学校 6 年 1999年

2 横山　祥子 柳生園ＴＣ 福島小学校 6 年 2000年

コーチ 1 小郷　正一 小郷TK 1948年

山口県 № 氏　　名 団体名 在籍学校名

男子 1 田中　謙太朗 ウイナーズＴＣ 麻里布小学校 4 年 2001年

2 福永　公平 レオーネ山口 小郡小学校 5 年 2001年

女子 1 安村　彩 ふくいテニスクラブ 養治小学校 6年 1999年

2 天玉　タリア 岩国ジュニアテニスクラブ 麻里布小学校 6年 1999年

コーチ 1 村川　洋 ＵＢＥ７２テニスクラブ 1940年

島根県 № 氏　　名 団体名 在籍学校名

男子 1 金井　智也 Ⅰ出雲 高浜小学校 6年 2000年

2 中原　　駿 YY kids 松江 乃木小学校 6年 1999年

女子 1 宮内　理瑚 グリーン ベアーズ 乃木小学校 6年 1999年

2 細木　咲良 グリーン ベアーズ 母衣小学校 6年 2000年

コーチ 1 柏井　正樹 グリーンテニススクール 1960年

鳥取県 № 氏　　名 団体名 在籍学校名

男子 1 杉野　カムイ 遊ポートＴＣ 遷喬小学校 5年 2000年

2 橋川　蒼生 遊ポートＴＣ 浜坂小学校 4年 2001年

女子 1 杉町　侑子 サニーＴＳ 車尾小学校 5年 2001年
2 西田　彩音 南部町スポ少 西伯小学校 5年 2000年

コーチ 1 楠瀨　正勝 サニーＴＳ 1962年

学年 生年（西暦）

連絡先（携帯）090-6419-0844

2011 中国・四国小学生テニス大会（団体戦）
平成２３年度

上級コーチ

学年 生年（西暦）

学年 生年（西暦）

上級指導員

連絡先（携帯）０９０－３１７０－１９３１

なし
連絡先（携帯）090-3003-9673

学年 生年（西暦）

コーチ

連絡先（携帯）０９０－７３７０－１２４６

学年 生年（西暦）

上級コーチ、上級教師

連絡先（携帯）090-1680-8329



香川県
№ 氏　　名 団体名 在籍学校名

男子 佐々木 健吾 チームラビット 古高松小学校 6年 1999 年

男子 須田 宗次郎 トキワテニスクラブ 林小学校 6年 1999 年

女子 高嶋 久佳理 チームラビット 太田小学校 6年 1999 年

女子 竹本 萌乃 屋島テニスクラブ 屋島小学校 5年 1999 年

監督 窪田 千秋 フリー 1972 年

高知県
№ 氏　　名 団体名 在籍学校名

男子 年 年

男子 年 年

女子 年 年

女子 年 年

監督 年

愛媛県
№ 氏　　名 団体名 在籍学校名

男子 亀岡　史也 愛媛TTC 福音小学校 5年 2000 年

男子 山内 翔斗 愛媛TTC 愛媛大学附属小学校 5年 2001 年

女子 守口 蘭夢 3PLUS 壬生川小学校 6年 1999 年

女子 小池 美玖 波止浜小 波止浜小学校 6年 1999 年

監督 飛鷹　靖 川之江高校 1963 年

徳島県
№ 氏　　名 団体名 在籍学校名

男子 清水 健二朗 ラ・ポームテニスクリエイト 鳴門教育大学附属小学校 5年 2000 年

男子 林田 竜馬 テニスアリーナガーデン 城東小学校 5年 2000 年

女子 北本 恵里奈 シオンテニスクラブ 富岡小学校 6年 1999 年

女子 戸川 ひろの シオンテニスクラブ 平島小学校 6年 1999 年

監督 東 和義 1973 年

大会総合ディレクター
杉山　良一 四国ジュニア委員会事務局　連絡先（携帯）090-7627-7420

申し込みはありません

連絡先（携)090-10010394

学年

平成２３年度

中国・四国地域小学生テニス大会（団体戦）
　四国地域：選手名簿

学年 生年（西暦）

生年（西暦）

連絡先（携帯）090-4789-0756

連絡先（携)

学年 生年（西暦）

日本体育協会ＡＴ

連絡先（携帯）090-1172-5779

学年 生年（西暦）

PTR ｱｿｼｴｲﾄｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
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