
会場　　南部健康運動公園

受付　 男子・女子共に　８：３０開始
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 ブロック

コート H G F E D C B A

start at 女子 女子 女子 女子 男子 男子 男子 男子
9:00 ７ｖｓ８ ５ｖｓ６ ３ｖｓ４ １ｖｓ２ ７ｖｓ８ ５ｖｓ６ ３ｖｓ４ １ｖｓ２

四国地区　徳島大会 ① １R １R １R １R １R １R １R １R

followed by 女子 女子 女子 女子 男子 男子 男子 男子
１６ｖｓ１５ １３ｖｓ１４ １１ｖｓ１２ １０ｖ９ １６ｖｓ１５ １３ｖｓ１４ １１ｖｓ１２ １０ｖ９

② １R １R １R １R １R １R １R １R

followed by 女子 女子 女子 女子 男子 男子 男子 男子

③ ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R

Not Before 女子 女子 女子 女子 男子 男子 男子 男子
11:00 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

④ １R １R １R １R １R １R １R １R

followed by 女子 女子 女子 女子 男子 男子 男子 男子
コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ

⑤ SF SF SF SF SF SF SF SF

followed by 女子 女子 女子 男子 男子 男子
コンソレ コンソレ

⑥ F ３決 F F ３決 F

　　　　　　　　　　　　　　日　程　　　２０２２年　１１月　３日(木・祝) followed by

　　　　　　　　　　　　　　種　目　　　１０才以下　各男女シングルス
　　　　　　　　　　　　　　主　催　　　公益社団法人　日本プロテニス協会 ⑦
    　　　　　　　　　　　　主　管　　　テニスアリーナガーデン followed by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロングウッド藍住
　　　　　　　　　　　　　　会　場　　　徳島県南部健康運動公園 ⑧

　徳島県阿南市桑野町桑野谷３４-１ 【大会注意事項】
　　TEL　０８８４-２６-１８５５ ・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。

　　　　　　　　　　　　　　試合球　　　１０才以下  グリーンボール ・試合方法　 　１セットマッチ

コンソレーションは４ゲーム先取ノーアドバンテージ方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当日ドローQRコード ・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。

　　【ご案内】 ・試合はゲームシャツを着用下さい。

●多数のお申し込みをいただき、ありがとうございました。 ・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２０２２」を適用いたします。

●全国大会選抜人数は　 ・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。

　　１０才以下女子２名・１０才以下男子２名となります。 ・全国大会選抜人数は、男子が２名、女子が２名になります。

　緊急連絡先：０８８－６９３-００４０（青木宏道）

●参加費：４，０００円 （参加賞・保険・手数料含む） 

　　ドロー確認、出場決定後に、下記へ（振込手数料ご負担願います）お振込みください。 【コロナ感染予防の対応】
阿波銀行　藍住支店　１２５９２６０　青木宏道 ●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。

＊ドロー発表後のキャンセルは全額お支払いいただきます事をご了承ください。 　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。

緊急連絡先：０８８－６９３-００４０（青木） ・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。

上

仮ドロー

四国地区　徳島大会　オーダーオブプレイ

種目　　10才各男女シングルス

下



男子１０歳以下 　１１月 ３日（木・祝） 女子１０歳以下 　１１月 ３日（木・祝）　

シード順 シード順

bye

3 黒田 春樹 ACイグナイト 3 池内 碧渚 フォーレスト 

2 萱原 倖太 フォーレスト 2

1 大田 勝貴 everyTC 1 小林 千裕 TEAM LAT

京都東山テニスクラブ

村本 陸 ホープテニスアカデミー 4 山岡 凛音 ACE TC4

10 田中 綾音 リアンテニスチーム

5 福森 統和 山田テニスクラブ 5 平井 萌生奈 屋島テニスクラブ

7 中井 樹 京都東山TC 7 矢野 蘭 TEAM GROWING

6 坂口 瑛斗 銀星テニスクラブ 6 中井 葵

9 伊藤 光之輔 ノアTA神戸垂水 9 藤原 愛奈 星田テニスクラブ

8 立石 美道 テニスアリーナガーデン 8 塚本 愛梨 HIROテニスカレッジ

10 谷口 帆汰 TEAM LAT

13 富田 一晴 山田テニスクラブ 13 結城 早彩 エムテニスアカデミー神戸

12 原 健心 小西テニス 12 高志 莉子 山田テニスクラブ

三重GTC 14 梶平 里奈 テニスアリーナガーデン

16 柳谷 桃花 PDT

11 植松 蒼葉 ノアアカデミー倉敷 11 野村 仁郁称 テニスアリーナガーデン

15 石澤 悠 pdt 15 三井 結菜 フォーレスト

14 隈元 崚次郎

2 山本 泰寿 四日市TA 2

３位決定戦 ３位決定戦

1 大田 勝貴 everyTC 1 小林 千裕 TEAM LAT

16 山本 泰寿 四日市TA

4 原 健心 小西テニス 4 高志 莉子 山田テニスクラブ

柳谷 桃花 PDT

3 福森 統和 山田テニスクラブ 3 平井 萌生奈 屋島テニスクラブ



会場　　南部健康運動公園

受付　 男子・女子共に　８：３０開始
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 ブロック

コート H G F E D C B A

start at 女子 女子 女子 女子 男子 男子 男子 男子
9:00 ７ｖｓ８ ５ｖｓ６ ３ｖｓ４ １ｖｓ２ ７ｖｓ８ ５ｖｓ６ ３ｖｓ４ １ｖｓ２

四国地区　徳島大会 ① １R １R １R １R １R １R １R １R

followed by 女子 女子 女子 女子 男子 男子 男子 男子
１６ｖｓ１５ １３ｖｓ１４ １１ｖｓ１２ １０ｖ９ １６ｖｓ１５ １３ｖｓ１４ １１ｖｓ１２ １０ｖ９

② １R １R １R １R １R １R １R １R

followed by 女子 女子 女子 女子 男子 男子 男子 男子

③ ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R

Not Before 女子 女子 女子 女子 男子 男子 男子 男子
11:00 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

④ １R １R １R １R １R １R １R １R

followed by 女子 女子 女子 女子 男子 男子 男子 男子
コンソレ コンソレ コンソレ コンソレ

⑤ SF SF SF SF SF SF SF SF

followed by 女子 女子 女子 男子 男子 男子
コンソレ コンソレ

⑥ F ３決 F F ３決 F

　　　　　　　　　　　　　　日　程　　　２０２２年　１１月　５日(土) followed by

　　　　　　　　　　　　　　種　目　　　１２才以下　各男女シングルス
　　　　　　　　　　　　　　主　催　　　公益社団法人　日本プロテニス協会 ⑦
    　　　　　　　　　　　　主　管　　　テニスアリーナガーデン followed by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロングウッド藍住
　　　　　　　　　　　　　　会　場　　　徳島県南部健康運動公園 ⑧

　徳島県阿南市桑野町桑野谷３４-１ 【大会注意事項】
　　TEL　０８８４-２６-１８５５ ・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。

　　　　　　　　　　　　　　試合球　　　１２才以下  ダンロップFORT ・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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当日ドローQRコード 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

　　【ご案内】 ・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。

●多数のお申し込みをいただき、ありがとうございました。 ・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。

●全国大会選抜人数は　 ・本大会は、｢JTAテニスルールブック２０２２」を適用いたします。

　　１２才以下女子２名・１２才以下男子２名となります。 ・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２名、女子が２名になります。

●参加費：４，５００円 （参加賞・保険・手数料含む） 　緊急連絡先：０８８－６９３-００４０（青木宏道）

　　ドロー確認、出場決定後に、下記へ（振込手数料ご負担願います）お振込みください。 

阿波銀行　藍住支店　１２５９２６０　青木宏道 【コロナ感染予防の対応】
●選手の方へ

＊ドロー発表後のキャンセルは全額お支払いいただきます事をご了承ください。 ・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。

緊急連絡先：０８８－６９３-００４０（青木） ・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。

仮ドロー

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



男子１２歳以下 　１１月 ５日（土） 女子１２歳以下 　１１月 ５日（土）　

シード順 シード順

2 小林 煌晟 巧庭球塾 2 bye

1 阿部 煌大 丸亀TC 1 藤山 羽優 やすいそ庭球部

3 土山 心太郎 屋島テニスクラブ 3 長藤 愛菜 宝塚T.CO

4 西川 大哉

ホリゾン

TEAM LAT 4 王尾 奈那子 アップデイト

5 隈元 航太郎 三重GTC 5 辻 和杏 ラ ポームテニスクリエイト

7 山本 一輝 アップデイト 7 川村 奈央 たけなみTA

6 髙橋 優斗 屋島テニスクラブ 6 Nwosu Makayla

9 萱原 瑛太 アップデイト 9 井口 美月 コスパ神崎川

8 村本 礼央 ホープテニスアカデミー 8 川添 芽生 TEAM LAT

10 湊 滉 アリーナガーデン徳島 10 今井 華乃 京都東山テニスクラブ

12 宗藤 駿 海ノ中道M&T 12 篠崎 星那 巧庭球塾

13 日出 徠太 アップデイト 13 鬼塚 由希子 イヌヅカスポーツプランニング

11 三浦 春馬 ルーセントジュニアアカデミー 11 池永 琉花 しあわせの村TS

15 南原 圭佑 アップデイト 15 bye

14 池内 碧斗 フォーレスト 14 重松 柚葵 アップデイト

16 大平 晴仁 アサヒテニスクラブ 16 佐藤 未来 HIROテニス

2 大平 晴仁 アサヒテニスクラブ 2

３位決定戦 ３位決定戦

1 阿部 煌大 丸亀TC 1 藤山 羽優 やすいそ庭球部

4 隈元 航太郎 三重GTC 4 篠崎 星那 巧庭球塾

佐藤 未来 HIROテニス

3 宗藤 駿 海ノ中道M&T 3 辻 和杏 ラ ポームテニスクリエイト
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