
 
 

New Generation Tennis 石黒杯 
第 8 回 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT U12・U14 地区大会 

第 10 回 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT グリーンボール U10 地区大会 
関東地区予選神奈川大会 

於：大磯プリンスホテル 

ドロー及びオフィシャルインフォメーション 
 

この度、第８回《U12・U14》・第１０回《U10》JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 関東地区

予選神奈川大会に参加お申し込み戴きまして誠にありがとうございます。 

つきましては別紙の通りドローを作成致しましたのでご通知申し上げます。尚、日程をご確認の上、定刻までに会場

本部にてサインインをお願いいたします。 

以上 

記 

● 各年齢及びラウンドごとに集合時間が違うことがありますのでご注意下さい。 

● 3 セットマッチ 1、２セット目は「4ゲーム先取」（ノーアド）3セット目はマッチタイブレーク（10ポイン

ト制）短縮型 3セットのため、3試合以上組む場合もあります。１０歳以下男子は３位決定戦があります。 

※初戦敗者は練習マッチが出来ます。 

● 天候及びコートコンディションにより開始時間・試合方法が変更になる場合があります。 

● 会場；大磯プリンスホテルテニスコート ハードコート  

自動車でお越しになる場合はナビゲーションで『0463-61-1111』をご入力下さい。 

● 交通機関；JR 東海道線大磯駅よりバス約１２分 

湘南大磯住宅行き 国府津駅行き 大磯プリンスホテル行き のいずれかに乗車 

・大磯プリンスホテル前下車 徒歩５分 

● 宿泊に関しては『大磯プリンスホテル』をご利用下さい。 

● 雨模様の場合には朝６時頃迄に当社 HP の雨天情報欄に掲載しますのでご確認ください。 

当日連絡先：０９０－８５０１－１４７６（大会レフェリー：小野 峰樹） 

お問い合わせ先 
株式会社フェニックススポーツ  「JPTA JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 事務局」    
神奈川県藤沢市片瀬 3-6-27-102 ℡0466-27-5650 FAX0466-27-6766 営業時間 12:00～17:00 月定休 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.phoenixsports.co.jp  email    desk@phoenixsports.co.jp 

大会日程 
■プラクティスコートとして 試合当日 7：30～7：55 までコート開放いたしますが 

感染対策上、プラクティスボールの貸出しはありませんので各自ご用意ください 

 

種目別時間 

９月２０日（月・祝）  

予備日 １Ｒ～選手集合時間 ２Ｒ～選手集合時間 

１０歳以下男子 8:00 までに出欠 9:30 までに出欠  

10/9（土） 

・11/6（土） 
 

 

１０歳以下女子 8:45 までに出欠 10:15 までに出欠 

１２歳以下男子 8:45 までに出欠 10:15 までに出欠 

１２歳以下女子 11:45 までに出欠 13:15 までに出欠 

１４歳以下男子 12:30 までに出欠 14:00 までに出欠 

１４歳以下女子 11:00 までに出欠  

・ すべての試合ハードコートを使用しますが、天候その他やむを得ない事情が発生した場合には 

砂入り人工芝コートでナイターになる場合もあります。 

http://www.phoenixsports.co.jp/
mailto:desk@phoenixsports.co.jp


Boys'U-10 Singles

シード順位ドローNo. 氏名 所属 初回負け BEST　16 BEST　8 BEST　4 準優勝 優勝

1 1 前田 旺大 レニックステニススクール 前田 旺大 前田 旺大

2 BYE BYE

3 貞松 蓮 東宝調布テニスクラブ 貞松 蓮

4 ｶｰｼｭﾊﾞｳﾑ尾崎龍大 立川ルーデンス ｶｰｼｭﾊﾞｳﾑ 尾崎龍大

5 信氏 悠翔 グリーンテニスプラザ 信氏 悠翔

6 矢作 颯麻 セサミ 矢作 颯麻

7 BYE BYE 吉岡 純

5 8 吉岡 純 多摩ジュニアテニスクラブ 吉岡 純

4 9 後藤 映人 Team YUKA 後藤 映人 後藤 映人

10 BYE BYE

11 林 亮吾 Mat前橋テニスアカデミー 林 亮吾

12 小林 陽 あざみ野ローンテニスチーム 小林 陽

13 鈴木 理仁 レニックステニススクール 鈴木 理仁

14 倉田 文瑠 川崎市立宿河原小学校 倉田 文瑠

15 横山 敦士 江戸川テニスアカデミー 横山 敦士

7 16 榎本 景介 シードテニスクラブ 榎本 景介

8 17 島田 隼 Team YUKA 島田 隼

18 ボノミ 昭 Rキャノンズ ボノミ 昭

19 永田 大翔 クリエイトＴＡ 永田 大翔

20 寒澤 槙太 ミナミグリーンテニスクラブ 寒澤 槙太

21 後藤 嗣温 あざみ野ローンテニスチーム 後藤 嗣温

22 中原 凛 ACE Tennis Club 中原 凛

23 BYE BYE 溝口 怜司

3 24 溝口 怜司 ファーイーストJr TA 溝口 怜司

6 25 林 駿吾 Mat前橋テニスアカデミー 林 駿吾 林 駿吾

26 BYE BYE

27 吉田 光希 たちかわジュニアテニスアカデミー吉田 光希

28 長谷川 喜一 桜台庭球塾 長谷川 喜一

29 立川 遼祐 フミヤエース市川テニスアカデミー立川 遼祐

30 豊田 温大 桜田テニスカレッジ 豊田 温大

31 BYE BYE 須藤 孝侑     No.

2 32 須藤 孝侑 Fテニス 須藤 孝侑     No.

3位決定戦



Girls'U-10 Singles

シード順位ドローNo. 氏名 所属 初回負け BEST　8 BEST　4 準優勝 優勝

1 1 赤羽 奏那 ダンロップテニススクール根岸 赤羽 奏那 赤羽 奏那

2 BYE BYE

3 宮本 珠莉愛 桜台庭球塾 宮本 珠莉愛

4 佐々木 千和 VIP TENNIS ACADEMY 佐々木 千和

3 5 矢後 満梨亜 神奈中テニススクール 矢後 満梨亜 矢後 満梨亜

6 BYE BYE

7 BYE BYE 箭子 南

8 箭子 南 開成グリーンテニスクラブ 箭子 南

9 満岡 阿紗子 橘テニスアカデミー 満岡 阿紗子 満岡 阿紗子

10 BYE BYE

11 BYE BYE 太田 光音

4 12 太田 光音 自由ｶﾞ丘インターナショナルテニス太田 光音

13 神村 明莉 大磯テニスアカデミー 神村 明莉

14 廣田 真衣 有明JTA 廣田 真衣

15 BYE BYE 宮 祐月

2 16 宮 祐月 Fテニス 宮 祐月



Boys'U-12 Singles

シード順位ドローNo. 氏名 所属 初回負け BEST　8 BEST　4 準優勝 優勝

1 1 奈良 恒輝 グリーンテニスプラザ 奈良 恒輝 奈良 恒輝

2 BYE BYE

3 田中 慶 Fテニス 田中 慶

4 葛葉 瑛心 昭和の森ジュニアテニススクール 葛葉 瑛心

3 5 石崎 葵已 Team REC 石崎 葵已

6 西村 仁 TEAM YONEZAWA町田 西村 仁

7 中川 惠善 ブリヂストンテニスハウス新所沢 中川 惠善

8 阿川 蒼生 志津テニスクラブ 阿川 蒼生

9 鹿内 遥介 三菱養和テニススクール 鹿内 遥介

10 持麾 光平 ダンロップテニススクール根岸 持麾 光平

11 今西 輝之進 フミヤエース市川TA 今西 輝之進

4 12 倉林 大愛 ミナミグリーンテニスクラブ 倉林 大愛

13 寺内 龍大 TEAMYONEZAWA 寺内 龍大

14 清水 雅弘 自由ガ丘インターナショナルテニス清水 雅弘

15 杉山 啓誠 BEAT TENNIS CLUB 杉山 啓誠

2 16 天野 雄太 自由ガ丘インターナショナルテニス天野 雄太



Girls'U-12 Singles

シード順位ドローNo. 氏名 所属 初回負け BEST　8 BEST　4 準優勝 優勝

1 1 中島 杏子 東京都TA 中島 杏子 中島 杏子

2 BYE BYE

3 新地 希咲 吉田記念テニス研修センター 新地 希咲

4 貞松 萌愛奈 TENNIS SUNRISE 貞松 萌愛奈

3 5 川又 彩乃 荏原ＳＳＣ 川又 彩乃

6 福田 日和 大磯テニスアカデミー 福田 日和

7 高津 陽菜乃 アクロステニスアカデミー 高津 陽菜乃

8 石島 彩七 荏原SSC 石島 彩七

9 中原 涼 YSC 中原 涼

10 福田 小春 大磯テニスアカデミー 福田 小春

11 ボノミ 明奈 Rキャノンズ ボノミ 明奈

4 12 岩佐 心優 コートピア大泉テニスクラブ 岩佐 心優

13 宮本 怜 桜台庭球塾 宮本 怜

14 新地 恵芽 吉田記念テニス研修センター 新地 恵芽

15 龍岡 実怜 大磯テニスアカデミー 龍岡 実怜

2 16 山田 悠乃 桜台庭球塾 山田 悠乃



Boys'U-14 Singles

シード順位ドローNo. 氏名 所属 初回負け BEST　8 BEST　4 準優勝 優勝

1 1 山本 翔太郎 荏原SSC 山本 翔太郎 山本 翔太郎

2 BYE BYE

3 皆本 力丸 大磯テニスアカデミー 皆本 力丸

4 林 勇人 荏原SSC 林 勇人

4 5 赤羽 志道 ダンロップテニススクール根岸 赤羽 志道 赤羽 志道

6 BYE BYE

7 BYE BYE 靜谷 匡

8 靜谷 匡 フミヤエース市川テニスアカデミー靜谷 匡

9 呉 和海 松原テニスクラブ印西 呉 和海 呉 和海

10 BYE BYE

11 BYE BYE 中山 雄暉

3 12 中山 雄暉 緑ヶ丘テニスガーデン 中山 雄暉

13 太田 寛明 レニックス 太田 寛明

14 杉澤 明希 トムインドアテニス 杉澤 明希

15 BYE BYE 梅田 優翔

2 16 梅田 優翔 CSJ 梅田 優翔



Girls'U-14 Singles

シード順位ドローNo. 氏名 所属 初回負け BEST　4 準優勝 優勝

1 1 成田 香公 狛江インドアジュニアATPチーム 成田 香公

2 橋本 蒼葉 昭和の森ジュニアテニススクール橋本 蒼葉

3 島田 里愛菜 Team YUKA 島田 里愛菜

4 有我 あずみ 楠クラブ 有我 あずみ

5 倉林 華夢 ミナミグリーンテニスクラブ 倉林 華夢

6 高瀬 奈桜 吉田記念テニス研修センター 高瀬 奈桜

7 林 優衣花 Mat前橋テニスアカデミー 林 優衣花

2 8 井出 璃々菜 大磯テニスアカデミー 井出 璃々菜
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