
男子１０歳以下 　１０月 ３０日（土）・１１月　６日(土) 女子１０歳以下 　１０月 ３０日（土）

シード順 ３位決定戦

男子シード順

イヌヅカスポーツプランニング

8 塚本 愛梨 テニスアリーナガーデン

9 池永 琉花 テンインドアフィールド

梶平 里奈

5 長藤 愛菜 宝塚T.COラ・ポームテニスクリエイト

小西テニススクール

テニスアリーナガーデン

Bye

6

7 鬼塚 由希子

12 片山 愛 丸亀テニスクラブ

1 小若 実夢

18 木下 遥斗 西宮テニスクラブ

祖川 一毅 テニスアリーナガーデン徳島

19 角 優希 山田テニスクラブ

20

4 長藤 愛菜 宝塚T.CO

10

24 横山 晴陽 PanaChildren

22 福森 統和 山田テニスクラブ

23

21 木下 詠仁 西宮テニスクラブ

11 西田 美翔 Finalist Tennis Club

山岡 凛音 ACE TC

6

7

8

4

5

髙橋 優斗 リアンテニスチーム

木下 遥斗 西宮テニスクラブ

角 優希 山田テニスクラブ

原 健心 小西テニススクール

北野 樹 ラ・ポームテニスクリエイト

村本 陸 屋島テニスクラブ

3

1 小若 実夢 トキワテニスクラブ

2 bye

3 柳谷 桃花 PDTテニスクラブ

4 重松 柚葵 フォーレスト

13 藤田 真咲 Finalist Tennis Club

14 高志 莉子 HIRO

15 bye

16 天童 光里 屋島テニスクラブ

1 玉木 翔大 ラボキッズジュニア

2 西田 孝星 Finalist Tennis Club

3 黒田 春樹 西宮テニスクラブ

4 藪内 公翔 ラポーム

5 Bye

原 健心

7 髙橋 優斗 リアンテニスチーム

8

9 湊 滉 テニスアリーナガーデン徳島

10 裏辻 唯登 ラ・ポーム

11

中本 空良 JAC project 

永井 佑季 テニスアリーナガーデン 

6 北野 樹

３位決定戦

13 村本 陸 屋島テニスクラブ

14 Bye

15 沖 一輝 屋島テニスクラブ

16 松本 暖大 屋島TC

17 南原 圭佑 小西TS

12

1 玉木 翔大 ラボキッズジュニア

横山 晴陽 PanaChildren2

2 天童 光里 屋島テニスクラブ

3 片山 愛 丸亀テニスクラブ

トキワテニスクラブ



男子１２歳以下 　１１月 　３日（水・祝）・１１月　６日(土) 女子１２歳以下 　１１月 ３日（水・祝）　

女子シード順

男子シード順

8 屋島TC

３位決定戦

田中 徠斗

bye

1 1

2

14 村本 礼央 屋島テニスクラブ 14

楠 奨真 屋島テニスクラブ

廣瀬 勇太 PDT

中本 莉空 JAC project 藤田 梨央 西宮テニスクラブ

辻 和杏 ラ ポームテニスクリエイト

若松 凜花

6 山中 魁祐 愛媛トレセン 6

NBテニスガーデン

佐藤 未來 HIROテニスカレッジ

4 吉武 蕾音 ラスタットTC 4 眞鍋 結衣

3 北村 琥太郎 山田テニスクラブ 3

城南学園

5 原 大河 小西テニススクール 5

重永 莉子 アルファTC

Bye 2

9 9 塩見 渚 ノアTA垂水

8 8

Bye

11 加賀宇 亮佑 屋島テニスクラブ 11

10 10

12 12

7

越智 咲良 小西テニススクール

7Lagac lll miguel ricardo yashima tennis center

15 矢野 梓 屋島テニスクラブ

西本 裕太 HIROテニスカレッジ 13

Bye

森 心結 丸亀テニスクラブ

田中 徠斗 屋島TC

中原 萌 たけなみTA 

小若 実夢

2

16

1

15

32 松本 悠希 アサヒテニスクラブ

1

2

3

4

5

4

20 土井 昂志 テニスアリーナガーデン 3

村上 遼眞 リアンテニスチーム

大平 晴仁 アサヒテニスクラブ

山田テニスクラブ

Bye

岡 紘輝 フォーレスト

梶原 禅明 リアンテニスチーム

吉井 滉人 PDT

ラスタットTC

13

24

27

溝手 倫太朗

Bye

22

21

19

16

17

18

Bye23

31

28

25

26 向井 滉佑 屋島テニスクラブ

楠 勇真 屋島テニスクラブ

田中 隆雅 金生第二小学校

29 杉本 早駿 山田テニスクラブ

30 片岡 颯一

樽床 風音 ラスタットテニスクラブ

藤田 梨央 西宮テニスクラブ

樽床 風音 ラスタットテニスクラブ

３位決定戦

中原 萌 たけなみTA 

佐藤 未來 HIROテニスカレッジ

林 稀美香 丸亀テニスクラブ

坪田 依茉 ラスタットTC

トキワテニスクラブ

板垣 瑠夏 MSサウサリート

JAC project 

アサヒテニスクラブ

屋島テニスクラブ

ラスタットTC

屋島テニスクラブ

PDT

PDT

6

7

中本 莉空

松本 悠希

楠 奨真

溝手 倫太朗

楠 勇真

廣瀬 勇太

吉井 滉人



男子１４歳以下 　１０月 ３０日（土） 女子１４歳以下 　１０月 ３０日（土）　

シード順 シード順

15

16

STT

15

大平 ゆう数 テニスアリーナガーデン

長友 沙薫 ブライトテニスセンター

8

14 古田 龍之介

12 小幡 一期

9 山西 真歩 ラポーム

10

11

12

13 石橋 空 ドリームTS

14

梅崎 咲心

溝渕 杏莉 テニスアリーナガーデン

bye

5

6

7 渡部 莉央 Finalist TC

8 根岸 柚羽 イヌヅカスポーツプランニング

内海 紗希 TCセブンスリー

bye

3 山岡 蓮奈 ACE TC

4 大塚 あや Ｔension

bye2

吉田 理世 大渡ＴＡ11

3 武村 勇輝 テニスアリーナガーデン

柳生園TC

2

倉本 晄空 pdt

13

3

4

1 宮川 樹 江坂テニスセンター

大下 遥希 Scratch

小幡 一期 柳生園TC

大西 航太郎 リアンテニスチーム

16 大下 遥希 Scratch

西本 裕太 HIROテニスカレッジ

加藤 翔太 山田テニスクラブ

10 菰田 詩大 リアンテニスチーム

5

冨士 海邦 テニスアリーナガーデン

11

6

松本 悠史郎 山田テニスクラブ4

大西 航太郎 リアンテニスチーム

扶川 英琉 OZONO&GURIM

9 山本 能亜 西宮テニスクラブ

7

宮川 樹 江坂テニスセンター

2 青木 亮輔 ロングウッド藍住

玉那覇 碧 realize

1

4

2

3

ノアTA垂水

bye

吉田 理世 大渡ＴＡ

玉那覇 碧 realize

内海 紗希 TCセブンスリー

梅崎 咲心 ノアTA垂水

３位決定戦３位決定戦



会場　　南部健康運動公園

受付　 男子・女子共に　８：３０開始 男子10才はQF迄

ブロック

コート H G F E D C B A

start at 女子10才 女子10才 女子10才 男子10才 男子10才 男子10才 男子10才 男子10才

9:00 ７ｖｓ８ ５ｖｓ６ ３ｖｓ４ ２０ｖｓ２１ １６ｖｓ１７ １０ｖｓ１１ ８ｖｓ９ ２ｖｓ３

① １R １R １R １R １R １R １R １R

followed by 女子10才 女子10才 女子10才 男子14才 男子14才 男子14才 男子14才 男子14才

１３ｖｓ１４ １１ｖｓ１２ ９ｖｓ１０ ９ｖｓ１０ ７ｖｓ８ ５ｖｓ６ ３ｖｓ４ １ｖｓ２

② １R １R ２R １R １R １R １R １R

followed by 女子14才 女子14才 女子14才 女子14才 男子10才 男子14才 男子14才 男子14才

１３ｖｓ１４ ９ｖｓ１０ ７ｖｓ８ ３ｖｓ４ １５ｖｓ１６ １３ｖｓ１４ １１ｖｓ１２

③ 1R 1R 1R 1R ２R １R １R １R

followed by 女子10才 女子10才 男子10才 男子10才 男子10才 男子10才 男子10才 男子10才

④ ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R

followed by 女子10才 女子10才 女子14才 女子14才 男子14才 男子14才 男子14才 男子14才

⑤ ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R

followed by 男子10才 男子10才 男子10才 男子10才 男子10才 男子10才 男子10才 男子10才

コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ

⑥ １R １R １R １R １R １R １R １R

followed by 女子10才 女子10才 女子10才 女子10才 男子14才 男子14 才 男子14才 男子14才

コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ

⑦ １R １R １R １R １R １R １R １R

followed by 女子14才 女子14才 女子14才 女子14才 男子10才 男子10才 男子10才 男子10才

コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ

⑧ １R １R １R １R QF QF QF QF

followed by 女子10才 女子10才 女子14才 女子14才 男子10才 男子10才 男子14才 男子14才

コンソレ コンソレ

⑨ SF SF SF SF QF QF SF SF

followed by 女子10才 女子10才 女子10才 女子10才 男子10才 男子10才 男子14才 男子14才

コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ

⑩ SF SF ３決 F SF SF SF SF

followed by 女子10才 女子14才 女子14才 男子14才 男子14才 男子14才

コンソレ コンソレ

⑪ F ３決 F F 3決 F

followed by

⑫

【大会注意事項】

・各種目、表記された、受付時間から本部で受付をして下さい。

・試合方法　14才以下は本戦3セットマッチトーナメント　1.2セット目は「4-4タイブレーク」、

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セットの為、3試合以上組む場合もあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　10才以下は１セットマッチ(6－6の場合、6－6タイブレーク方式）

全種目　コンソレーションは6ゲーム先取ノーアドバンテージ方式

・試合前の練習は第1試合開始前と以後、サーブ4本とします。

・試合はゲームシャツを着用下さい。

・試合進行にご注意下さい。不明な場合は本部まで確認をお願いします。

・本大会は、｢JTAテニスルールブック２０２１」を適用いたします。

・会場には、ゴミ箱がありません。各自、お持ち帰りくださいます様、お願いします。

・全国大会選抜人数は、１０才・１４才共に男子２名、女子２名になります。

　緊急連絡先：０８８－６５３－４３４３　jptataikai@tagtennis.com（井澤 義治）

【コロナ感染予防の対応】

●選手の方へ

・施設内では全員、オンコート以外、マスクの着用をお願いします。

　選手はコートに入ってから、マスクを外し、退出時に着用ください。

・選手は、受付時に検温をします。

・下記に該当する方の出場をお断りさせていただきます。

　〇発熱や咳・のどの痛みの症状がある方。

　〇 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる方。

　〇過去14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて

　　　いる国、地域等へ の渡航又は当該在住者との濃厚接触がある方。

・コート入口等に消毒液を設置します。コート入退場時は必ず消毒をお願いします。

・エンドチェンジの時は、時計回りにそれぞれ別のサイドから、移動ください。

・試合後の握手はしないで、挨拶だけにしてください。

●選手以外の方へ

・施設及びその周辺で大きな声での会話、応援等をご遠慮ください。 

・感染防止のために大会主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従ってください。

・大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、

　主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告ください。

中・四国地区　徳島大会　オーダーオブプレイ

種目　　１０才・１４才各男女シングルス

下 上



会場　　南部健康運動公園

受付　 男子・女子共に　８：３０開始 男子はQF迄

ブロック

コート H G F E D C B A

start at 男子 男子 男子 男子 男子 男子 男子 男子

9:00 ２５ｖｓ２６ ２１ｖｓ２２ １９ｖｓ２０ １３ｖｓ１４ １１ｖｓ１２ ７ｖｓ８ ５ｖｓ６ ３ｖｓ４

① １R １R １R １R １R １R １R １R

followed by 女子 女子 女子 女子 女子 女子 男子 男子

１３ｖｓ１４ １１ｖｓ１２ ９ｖｓ１０ ７ｖｓ８ ５ｖｓ６ ３ｖｓ４ ２９ｖｓ３０ ２７ｖｓ２８

② １R １R １R １R １R １R １R １R

followed by 女子 男子 男子 男子 男子 男子 男子 男子

１５ｖｓ１６ コンソレ コンソレ コンソレ

③ １R １R １R １R ２R ２R ２R ２R

followed by 男子 男子 男子 男子 男子 男子 男子 男子

コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ

④ １R １R １R １R ２R ２R ２R ２R

followed by 女子 女子 女子 女子 男子 男子 男子 男子

コンソレ

⑤ QF QF QF QF １R QF QF QF

followed by 女子 女子 女子 女子 男子 男子 男子

コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ

⑥ １R １R １R １R SF SF QF

followed by 女子 女子 男子

コンソレ コンソレ コンソレ

⑦ SF SF F

followed by 女子

⑧ F

【大会注意事項】

・各種目、表記された、受付時間から本部で受付をして下さい。

・試合方法　本戦3セットマッチトーナメント　1.2セット目は「4-4タイブレーク」、

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セットの為、3試合以上組む場合もあります。

全種目　コンソレーションは6ゲーム先取ノーアドバンテージ方式

・試合前の練習は第1試合開始前と以後、サーブ4本とします。

・試合はゲームシャツを着用下さい。

・試合進行にご注意下さい。不明な場合は本部まで確認をお願いします。

・本大会は、｢JTAテニスルールブック２０２１」を適用いたします。

・会場には、ゴミ箱がありません。各自、お持ち帰りくださいます様、お願いします。

・全国大会選抜人数は、男子が３名、女子が２名になります。

　緊急連絡先：０８８－６５３－４３４３　jptataikai@tagtennis.com（井澤 義治）

【コロナ感染予防の対応】

●選手の方へ

・施設内では全員、オンコート以外、マスクの着用をお願いします。

　選手はコートに入ってから、マスクを外し、退出時に着用ください。

・選手は、受付時に検温をします。

・下記に該当する方の出場をお断りさせていただきます。

　〇発熱や咳・のどの痛みの症状がある方。

　〇 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる方。

　〇過去14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて

　　　いる国、地域等へ の渡航又は当該在住者との濃厚接触がある方。

・コート入口等に消毒液を設置します。コート入退場時は必ず消毒をお願いします。

・エンドチェンジの時は、時計回りにそれぞれ別のサイドから、移動ください。

・試合後の握手はしないで、挨拶だけにしてください。

●選手以外の方へ

・施設及びその周辺で大きな声での会話、応援等をご遠慮ください。 

・感染防止のために大会主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従ってください。

・大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、

　主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告ください。

中・四国地区　徳島大会　オーダーオブプレイ

種目　　１２才各男女シングルス

下 上



会場　　南部健康運動公園

受付　 男子・女子共に　８：３０開始

ブロック

コート 4 3 2 1

start at 10才 10才 12才 12才

9:00

① SF SF SF SF

followed by 10才 10才 12才 12才

② 3決 F 3決 F

followed by

③

followed by

④

followed by

⑤

【大会注意事項】

・各種目、表記された、受付時間から本部で受付をして下さい。

・試合方法　14才以下は本戦3セットマッチトーナメント　1.2セット目は「4-4タイブレーク」

3セット目はマッチタイブレーク（10ポイント制）

　　　　　　　　　　　　　　　　10才以下は１セットマッチ(6－6の場合、6－6タイブレーク方式）

・試合前の練習は第1試合開始前と以後、サーブ4本とします。

・試合はゲームシャツを着用下さい。

・試合進行にご注意下さい。不明な場合は本部まで確認をお願いします。

・本大会は、｢JTAテニスルールブック２０２１」を適用いたします。

・会場には、ゴミ箱がありません。各自、お持ち帰りくださいます様、お願いします。

・全国大会選抜人数は、男子が３名、女子が３名になります。

　緊急連絡先：０８８－６５３－４３４３　jptataikai@tagtennis.com（井澤 義治）

【コロナ感染予防の対応】

●選手の方へ

・施設内では全員、オンコート以外、マスクの着用をお願いします。

　選手はコートに入ってから、マスクを外し、退出時に着用ください。

・選手は、受付時に検温をします。

・下記に該当する方の出場をお断りさせていただきます。

　〇発熱や咳・のどの痛みの症状がある方。

　〇 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる方。

　〇過去14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて

　　　いる国、地域等へ の渡航又は当該在住者との濃厚接触がある方。

・コート入口等に消毒液を設置します。コート入退場時は必ず消毒をお願いします。

・エンドチェンジの時は、時計回りにそれぞれ別のサイドから、移動ください。

・試合後の握手はしないで、挨拶だけにしてください。

●選手以外の方へ

・施設及びその周辺で大きな声での会話、応援等をご遠慮ください。 

・感染防止のために大会主催者が決めたその他の措置の遵守、

　主催者の指示に従ってください。

・大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、

　主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告ください。

中・四国地区　徳島大会　オーダーオブプレイ

下

種目　　１０・１２才男子シングルス　SF・F・3位決定戦


