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大会日程

受付時間 試合開始 １月９日（日） 受付時間 １月１０日（月）

AM９：００ AM９：３０ 本戦１R・2R・３R・QF AM  ９：００ 本戦残り試合　SF・F

敗者戦１R・2R・3R・QF AM  ９：００ 敗者戦残り試合SF・F

AM９：００ AM９：３０ 本戦１R・2R・QF AM  ９：００ 本戦残り試合　SF・F

敗者戦１R・2R・QF AM  ９：００ 敗者戦残り試合SF・F

使用球

試合方法

表　　彰

大会注意事項 1

2

3

4

5

6

　下記へご連絡ください。

フェアプレーの精神を理解し，いついかなる時でも，スポーツマンシップにのっとった行動をとること。

宮崎県テニス協会　FAX：0985-21-1312　メール：mtennis@mtennis.org
担当：サンタハウスTC　岩田　　誠TEL&FAX0982-22-3892　メール:santa@santahouse.jp

スリクソン（初戦及び決勝はニューボール）

※ごみは必ず各自持ち帰ってください。また、各クラブでごみ袋を用意し、帰る際に会場周辺のごみ拾いをしてく
※周辺の路上・駐車場では、練習（ラリー、ボレーボレー 等）をしない様にお願いします。

本戦のベスト８にて敗退した選手は、敗者トーナメントの順位決定戦に進みます。

天候等その他の事情により日程・試合方法が変更になる場合があります。

※仮ドローで名前・所属に誤字・訂正等がございましたら、恐れ入りますが印刷の都合上、１月３日(月)19：００までに、

テニスウエアを着用して下さい。

※会場・施設利用のマナーを厳守のこと。

本大会優勝者は全国大会（名古屋）へ出場できます。

・オーダーオブプレーの控え選手で、番号の若い選手がボールを受け取る。
・控え選手は、両者とも指定されたコートの後方で待機する。
・試合開始時、必ず対戦相手を確認する。
・前の試合が終了したらすぐにコートに入る。（5分経過後は棄権となります）

男子シングル
ス

女子シングル
ス

・試合が終了したら、勝者がボール、スコアを本部に届ける。

試合前のウォーミングアップはサービス４本のみとします。
試合の円滑な運営に協力すること。

初回戦にて敗退した選手は、敗者トーナメントに進みます。

トヨタ自動車株式会社　

本戦及び敗者戦は、８ゲームプロセット（８ゲームオール後タイブレーク）にて行います。

決勝戦は、３セットマッチにて行いますが雨天などの天候不良の場合または、大会の進行時間に

よっては、変更する場合があります。

日本テニス協会の諸規則によって行います。※参加人数，天候，日程等により変更があります。

優勝・準優勝・三位

天候不良の場合も各自で判断せず，必ず会場に集合すること。

トヨタジュニアテニストーナメント２０１１　予選大会

宮崎県テニス協会ジュニア委員会

財団法人日本テニス協会・宮崎県テニス協会

種目

（株）ダンロップスポーツ

16歳以下男女シングルス



SF QF ３R ２R 1R NO. NAME CLUB １R ２R ３R QF SF F

d
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敗者戦及び５６位決定戦

トヨタジュニアテニストーナメント２０１１　予選大会   平成２３年１月９日（日）　１０日（月祝）

U16男子シングルス組み合わせ

●３位決定戦

５６位決定

bye

36 永友　   淳

本戦

a

b

c

d

33 小泉　裕暉 シーガイアJr

KTCJr

32 春山　亮太 ライジングサンHJC

29 伊藤　稜悟

シード順位：①近藤　雄亮②永友　   淳③萬福健太郎④西村　健汰

34 道本　亮平 シーガイアJr

35

31 高橋　　 翔

吾田中

30 名越　大地 ＭＴＦＪｒ

鵬翔高校

27 西村　健汰 佐土原高校

28 小林龍之輔 シーガイアJr

25 松元　   亮 泉ヶ丘附属中

26 川越　玲恭 ベアーズＪｒ

23 井口　仁平 シーガイアJr

24 豊國　廉太 鵬翔中

21 小泉　亮太 シーガイアJr

22 高垣　遼也 ｴﾘｰﾄP.Jr.

19 矢野　雅己 シーガイアJr

20 陣内　洋柾 チーム村雲

17 小玉　　翔 吾田中

18 本田　貴大 シーガイアJr

15 安楽　亮佑 吾田中

16 染矢　和仁 延岡ロイヤルＪｒ

13 川越　絢恭 ベアーズＪｒ

14 渡部　理久 KTCJr

11 松下　侑豊 吾田中

12 尾前　勇向 泉ヶ丘附属中

9 西村　大誠 イワキリＪｒ

10 萬福健太郎 ライジングサンHJC

7 川俣　航平 吾田中

8 末吉鼓太朗 シーガイアJr

5 山本　草太 KTCJr

6 井口　拓海 シーガイアJr

3 小野　陽正 泉ヶ丘附属中

4 デン　正希 チームミリオン

1 近藤　雄亮 佐土原高校

2 bye



SF QF ２R 1R NO. NAME CLUB １R ２R QF SF F
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31 bye

●３位決定戦

a

b

c

d

シード順位：①黒木　沙織②河野　侑佳③竹之内　咲紀④福島　瑛実

坂本　陽菜 シーガイアJr

29 吉村　真夕 シーガイアJr

32 河野　侑佳 KTCJr

30 甲斐　南那 延岡ロイヤルＪｒ

26 bye

27 猪野ひなた ＭＴＦＪｒ

28

24 竹之内咲紀 シーガイアJr

25 伊東　詩織 ライジングサンHJC

22 末吉　梨夏 シーガイアJr

23 bye

20 迫田　真菜 ライジングサンHJC

21 池田　明里 KTCJr

18 bye

19 末吉　萌華 シーガイアJr

16 吉永　汐里 シーガイアJr

17 高元　里奈 小林ジュニア

14 bye

15 bye

12 松田　明与 延岡ロイヤルＪｒ

13 梶浦　梨央 住吉Ｊｒ

10 bye

11 猪野ひより ＭＴＦＪｒ

8 中山　瑛夢 サンタハウスＪｒ

9 福島　瑛実 ライジングサンHJC

6 黒木　和佳 シーガイアJr

7 bye

4 藤本　海月 延岡ロイヤルＪｒ

5 宮田　佳奈 ベアーズＪｒ

2 bye

3 前原　茉彩 シーガイアJr

トヨタジュニアテニストーナメント２０１１　予選大会   平成２３年１月９日（日）　１０日（月祝）

U16女子シングルス組み合わせ

５６位決定

敗者戦及び５６位決定戦 1 黒木　沙織 都城高専


