
 
New Generation Tennis 石黒杯 

第 9 回 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT  U12・U14 地区大会 

第 1１回 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT グリーンボール U10 地区大会 

 

会場：C’s RACQUET CLUB  インドア砂入り人工芝 

   大阪府泉佐野市りんくう往来北 1-4 

   TEL：０７２－４５８－１３５５ 

日程：８月 4 日（木）～９日(火) 

８月４日(木) 

カテゴリー 受付時間 全国大会出場権利 

U１２女子 8 時 30 分～8 時 50 分 優勝・準優勝 

U１０男子 12 時 30 分～12 時 50 分 優勝・準優勝 

 

８月８日(月) 

カテゴリー 受付時間 全国大会出場権利 

U１２男子 8 時 30 分～8 時 50 分 優勝 

U１０女子 12 時 30 分～12 時 50 分 優勝 

 

８月９日(火) 

カテゴリー 受付時間 全国大会出場権利 

U１４女子 8 時 30 分～8 時 50 分 優勝 

U１４男子 12 時 30 分～12 時 50 分 優勝 

受付時間内のみの受付となります。 

 

試合方法：U12・U14 ３セットマッチ １・2 セット目は 4 ゲーム先取（ノーアドバンテージ方式） 

           3 セット目は 10 ポイントマッチタイブレーク 

     U10 1 セットマッチ（６－６タイブレーク ノーアドバンテージ方式） 

     試合前の練習はサービス４本とします 

     全試合、セルジャッジにて行います 

     トーナメント敗退者で練習マッチを希望者で行います。練習マッチに参加する方は本部までエントリー

してください。（ただしメインドローの試合が終了するまで） 

     練習マッチは６ゲーム先取 ノーアドバンテージ方式（参加人数により変更あり） 

【注意事項】 

・上記の集合時間までに選手本人のみで出席を届けて頂き、その際参加費のお支払いをお願いします。 

・参加費は、釣り銭のでないようにご協力をお願いします。 

・受付時に検温させていただきますので、３７．５度以上の発熱がある場合は出場できません。 

・キャンセルされた場合、現金書留もしくはフロントまで直接入金してください 



・付き添いについては選手１名につき保護者１名でお願いします。 

・ご来場した際、「大阪コロナ追跡システム」への登録をご協力ください。QR コードを設置しております。 

・会場内ではマスクの着用をお願いします。またこまめに手洗い、アルコール消毒を実施してください。 

・待機・観戦中は、ソーシャルディスタンスを十分に確保し大きな声を出さずに飛沫に気をつけてください。 

・密を避けるため、フロント内は休憩スペースとしてはご利用頂けません。更衣・お手洗いはご利用頂けますが 

 他の方が使用している場合は外でお待ちください。 

・ごみは各自お持ち帰りください 

・貴重品は各自で保管してください。盗難等が発生しましても、一切責任は負いません。 

 

 

 

《試合に関する注意事項》 

・試合に入る際は、必ず前の試合の選手が退場してからコートに入るようにしてください。また試合が終わった 

選手は速やかにコートを離れてください。 

・各コートにアルコール消毒液を用意しております。試合前、試合後に消毒を必ずしてください。 

・試合前後の握手はしないかわりに、開始前に「よろしくお願いします」、終了後に「ありがとうございました」と 

 言ってお辞儀の挨拶をします。テニスプレーヤーとしてのスポーツマンシップは変わらず大切にしていただけま

すようお願いします。 

・チェンジエンドの際はお互い違うサイドから移動しすれ違わないようにしてください。 

・ボールを渡す時は、ラケットを使って渡すようにしてください。 

・試合の結果報告は、選手本人のみで本部へ結果を報告してください 

・ルールは JTA 試合規則に従います。ただし一部、ローカルルールを採用する場合があります。 

・服装は原則として JTA に定められたテニスウエアとします。 

・競技中のケガなどの応急手当は主催者側で行いますが、その後の責任は負いません。 

 



第11回JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENTグリーンボールU10地区大会

スポルトクオーレ栗東

C's RACQUET CLUB

優勝・準優勝者に北九州市（２０２３年２月２３日～２５日）で行われる全国大会への　　　　

出場権を与えます。

坂元 陽翔

パブリックテニスイングランド

伊藤 光之輔

黒田 春樹

西宮テニスクラブ

ノアTA神戸垂水

C's RACQUET CLUB

井上 和空

宮本 旬

INOUE TA

左近 奏佑

奥野 敬介

竹本　幸誠

藤井 悠惺

C's RACQUET CLUB

稲葉 春樹

星田テニスクラブ

パブリックテニスイングランド チームホリゾン

C's RACQUET CLUB

山本 悠聖 小林 朋生

近畿地区大会：C's RACQUET CLUB

8月4日 U10男子
受付時間

12時30分～12時50分



第11回JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENTグリーンボールU10地区大会

パブリックテニス洛西

優勝者に北九州市（２０２３年２月２３日～２５日）で行われる全国大会への　　　　

出場権を与えます。

ACE TC

山岡 凛音 山下 蒼依

宮の森SC

BYE 齋藤 環

四日市TA C's RACQUET CLUB

C's RACQUET CLUB

深浦 愛梨 結城 早彩

ノアTA 垂水

伊藤 香怜 松下 理音

エムテニスアカデミー神戸

チームホリゾン

鈴木 理子 BYE

Team.K

伊東 来夏 大路 愛優美

近畿地区大会：C's RACQUET CLUB

8月8日 U10女子
受付時間

12時30分～12時50分



第9回JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT U12・U14地区大会

ノアジュニアテニスアカデミー茨木

優勝者に北九州市（２０２３年２月２３日～２５日）で行われる全国大会への　　　　

出場権を与えます。

PDT

初田 拓己 平田 大翔

鳥居 飛汰

鶴見緑地ミズノTS

伊藤 旺祐

四日市TA

BYE 新井 克典

C's RACQUET CLUB

パブリックTE パブリックTE

大政 光輝 西岡 宥翔

近畿地区大会：C's RACQUET CLUB

8月8日 U12男子
受付時間

8時30分～8時50分



第9回JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT U12・U14地区大会

イヌヅカスポーツプランニング

チームホリゾン

京都東山テニスクラブ

優勝・準優勝者に北九州市（２０２３年２月２３日～２５日）で行われる全国大会への　　　　

出場権を与えます。

C's RACQUET CLUB

湖北JTC

岩下 有恋 今井 華乃

チームホリゾン C's RACQUET CLUB

久保 美空 小野 愛梨

HTCアカデミー 宝塚T.CO

本田 彩紗 井伊 美琴

ノアＴＡ垂水

ヌース マケーラ 織部 伊吹

橋本かつらぎ

嶌田 光里 長藤 愛菜

チームホリゾン

中野 来美 山際 結依

近畿地区大会：C's RACQUET CLUB

8月4日 U12女子
受付時間

8時30分～8時50分



第9回JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT U12・U14地区大会

アイテニスクラブ

泉大津ロイヤルテニス

イヌヅカスポーツプランニング

大和オレンジボールテニスクラブ

優勝者に北九州市（２０２３年２月２３日～２５日）で行われる全国大会への　　　　

出場権を与えます。

C's RACQUET CLUB

HOS小阪

BYE 石田 宗一郎

C's RACQUET CLUB

永山 悠斗 宮地 柊磨

テニスプラザ尼崎

桑原 羽右 鬼塚 蒼

くにじま

建川 泰雅 西岡 真紘

阪井 大五郎 BYE

テニストピア

菅 優詩 反甫 英翔

近畿地区大会：C's RACQUET CLUB

8月9日 U14男子
受付時間

12時30分～12時50分



第9回JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT U12・U14地区大会

コスパ神崎川

ダイヤモンドTC学園前

優勝者に北九州市（２０２３年２月２３日～２５日）で行われる全国大会への　　　　

出場権を与えます。

江坂TC

藤田 こまち 河野 真奈美

WATS

長野 陽花 矢野 ひまり

馬渡 愛

C's RACQUET CLUB

豊島 あかり

レインボーts彩都

C's RACQUET CLUB 城南学園

北岡 美空 藤田 梨央

近畿地区大会：C's RACQUET CLUB

8月9日 U14女子
受付時間

8時30分～8時50分




