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Japan Professional Tennis Association New Generation Tennis

北九州市長

北橋　健治

ご あ い さ つ

「第4回JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT グリーンボールテニス U10」、

「第2回JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT U12＆U14」、「第18回ニュージェ

ネレーションテニス・スカウトキャラバン」の全国大会が、盛大に開催されますことをお喜び申し上げますと

ともに、全国各地からご参加の選手、並びに関係の皆様を心から歓迎いたします。

当大会は、地区大会で優秀な成績を収めたジュニア選手が集う大会であり、このような大会が

本市において開催されることは、本市のスポーツ振興に寄与するだけでなく、テニスに親しむジュ

ニア選手にとって、トップレベルのプレーを間近で見る貴重な機会ともなります。

現在、我が国では、今年のリオオリンピック・パラリンピック、2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

クの開催を控え、スポーツへの関心が高まっています。さらに、プロテニスプレイヤーの錦織圭選手の

国際舞台での活躍は、テニス競技者のみならず、我が国全体を盛り上げる話題の一つとなっていま

す。当大会の選手の中からも、世界へ大きく羽ばたき、活躍する選手が生まれることを期待しています。

選手の皆さんには、日頃の練習の成果を存分に発揮し、力のこもったストロークで、大会を盛り

上げていただきたいと思います。

本市には、門司港レトロ地区をはじめ、昨年7月に世界文化遺産に登録された官営八幡製鐵所

関連施設、いのちのたび博物館などの観光施設が充実しています。大会終了後は、是非、足を運

んでいただき、本市の魅力に触れてください。

結びに、開催に当たり多大なご尽力をいただいた、公益社団法人日本プロテニス協会をはじめ、

関係の皆様に深く感謝を申し上げますとともに、各大会の今後ますますのご発展を祈念いたしまし

て、挨拶とさせていただきます。
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Japan Professional Tennis Association New Generation Tennis

全国大会プログラム タイムスケジュール

JPTA ALL  JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 

練習コート
13：00～16：00

8:30
9:00

12:00
17:30頃

7:00
8:00
9:00

11：30頃
12:30

18日（木）

19日（金）

20日（土）

トーナメント受付開始
開会式
試合開始

各自昼食
試合終了　各会場からホテルへバス移動

朝食
各会場へバス移動
トーナメント　決勝・三位決定戦
強化レッスン

強化レッスン終了次第解散
トーナメント　表彰式

桃園庭球場

クラウンパレス北九州

トーナメント：穴生ドーム
強化レッスン：桃園庭球場

穴生ドーム

U10 ： 穴生ドーム
U12 ： 三萩野庭球場
U14 ： 桃園庭球場
ANAの粗品は各会場受付へお越し下さい。

時　間日　付 スケジュール 会　場

ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン全国大会

12:30
13:15
13:30

16:00頃

18:30～20：00

7:00
8:00
8:30
9:00

12:00頃
13:00

15:00

20日（土）

21日（日）

受付開始
開会式　集合写真撮影
チアリーディング
プロ推薦枠選考会開始
間に低学年・高学年で分かれて講義
プロ推薦枠選考会終了
八幡ロイヤルホテルへバス移動
パーティー
保護者向け講義（予定）

朝食
バス移動開始
受付開始
体力審査

体力審査終了　　各自昼食　消防音楽隊演奏
プロプレーヤーによる
エキシビジョンマッチ&レッスン
表彰式終了後解散

穴生ドーム

講義：穴生学舎

八幡ロイヤルホテル2階ロイヤルホール

八幡ロイヤルホテル2階ロイヤルホール

穴生ドーム

メーカーブース抽選14：00まで
物産展　16：00まで

時　間日　付 スケジュール 会　場

ご あ い さ つ

18_02-03

早いもので、この大会も第18回を迎える事になりました。本大会は、将来あ
る子供達にJPTAとして何か出来ることはないかという思いで立ち上げたも
のです。何事も先が見えないものに向かっていく事には不安があり、壁にぶ
つかることもたくさんありますが、それを乗り越えた時に得る自信は子供たち
に大きな成長を促します。
このことはトップの選手だけではなく、個々の目標に向かって努力する子
供達全てに平等に与えられるものです。テニスという競技を通して、子供達が
可能性をのばし心身ともにたくましく成長されることを願っております。公益社団法人 日本プロテニス協会

副会長

渡辺　功

2015年度JPTA ニュージェネレーションテニス全国大会出場おめでとう
ございます。
選手の皆さんは、これまでに沢山の努力をしてきたことでしょう。でも決し
て忘れないで下さい。皆さんは家族の代表です。郷土の代表です。一緒に
戦った仲間の代表なんです。その多くの人達の想いを力に、胸を張って全力
でプレーしてください。最後の一球まで決してあきらめないで下さい。そして
絶対に忘れないでください。ここで戦った仲間、出会った仲間は、これから
先何十年も、お互いを高めてくれる大切な友だということを。
私達も全力でサポートします。

公益社団法人 日本プロテニス協会
副理事長

山本　育史

全国大会出場の皆さま、地区大会を勝ち抜き本大会へのご出場、誠に
おめでとうございます。
テニスの歴史は、1877年アマチュア大会として第一回ウインブルドン
選手権が開催されて以来、130数年の歴史を誇ります。世界の競技人口だ
けでも一億人以上、日本のテニス人口約400万人と言われているように、
老若男女、初心者からプロまで幅広く楽しめる素晴らしい生涯スポーツで
す。皆さまは生涯スポーツであるテニスをとことん好きになって頂きテニス
のすばらしさを友人に伝えてほしいです。
さて皆さまのほとんどの試合では、お互いの信頼の上に成り立っている
「セルフジャッジ」で行われていると思います。この「セルフジャッジ」方式
はテニスの美点の一つとも言えますが、審判がいなくてもできるスポーツは
かけがえのないスポーツであると思います。
しかし皆さまはセルフジャッジでの数多くの不快な経験もあるかと思い
ますが、「フェアープレー」精神でルールにのっとりフェアーなジャッジの
できるプレーヤーになって下さい。正々堂々闘う人は強くなります。そして
尊敬される人になります。
最後になりましたが、この大会を支えて頂いております北九州市及び
北九州市教育委員会さまをはじめとしまして協賛各社並びに関係団体の
皆さまにはこの場をおかりしまして深く感謝申し上げます。

公益社団法人 日本プロテニス協会
理事長

富岡　信也
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正和なみき病院

岸の浦二丁目

Japan Professional Tennis Association New Generation Tennis

各会場へのご案内 ※お荷物に関しまして盗難等の責任は負いかねますので、ご自身で管理いただくようお願いいたします。
　なお、貴重品は必ず手元から離さずお持ちください。

ニュージェネレーション・スカウトキャラバンテニスとはＪＰＴＡが

全国展開で行うジュニア発掘キャラバンの名称です。

この全国大会は、全国のＪＰＴＡ会員が開催する年長

と小学生なら誰でも参加可能な地区大会に於い

て地区代表として選ばれた子供たちが出場す

る大会です。

各地区の予選会へ出場後、地区代表と

して全国大会へと進み、本大会で優秀な成

績を収めた４名の最優秀ジュニア選手には

1年間のスカラシップを授与し、ジュニア育

成のプロジェクトチームによって行われる育成

サポートプログラムを用意しています。１年間を経

て、将来性が期待されるメンバーにはさらに引き続き

制度が適用されます

地区選考会
28会場
普 及

地区選考会
28会場
普 及

全 国
814名から
選 抜

全 国
814名から
選 抜

全国大会
北九州市
全国大会
北九州市

育 成
メンバー
選 出

育 成
メンバー
選 出

ニュージェネレーションテニス
ジュニアスカウトキャラバン
ニュージェネレーションテニス
ジュニアスカウトキャラバン香

春
口
三
萩
野
駅

穴生ドーム
〒806-0058 北九州市八幡西区鉄竜1丁目5番2号
 TEL : 093-645-6691

三萩野庭球場
〒802-0065 北九州市小倉北区三萩野3丁目3番2号
 TEL : 093-951-3950

桃園庭球場
〒805-0068 北九州市八幡東区桃園3丁目1番
 TEL : 093-671-3503

穴生学舎
〒806-0058 北九州市八幡西区鉄竜1丁目5番1号
 TEL : 093-645-6688

ホテルクラウンパレス北九州
〒806-8585 北九州市八幡西区東曲里町3丁目1番
 TEL : 093-631-1111

八幡ロイヤルホテル
〒805-0002 福岡県北九州市八幡東区枝光1丁目1番1号
 TEL :  093-662-1020 

ホテルクラウンパレス
北九州 

桃園庭球場

三萩野庭球場

穴生ドーム

穴生学舎

18_04-05

会
　
　
　
　場

枝光駅
JR鹿児島本線

←スペース
　ワールド駅

八幡ロイヤル
ホテル

枝光

枝光一丁目 白川町
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18_06-07

北 信 越 スポーツドームエアーズ 6/28(日) 933-0902 富山県高岡市向野町3-43-19

関　  東 メガロス横浜 7/31(金) 240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134（横浜ビジネスパーク内）

中国・四国 テニスアリーナガーデン住吉 8/2(日) 770-0861 徳島県徳島市住吉1-7-20

関　  東 成城ATKテニススクール 8/5(水) 182-0004 東京都調布市入間町3-5-3

東　  海 メガロス浜松 8/7(金) 435-0057 静岡県浜松市東区中田町754-1

関　  東 メガロス神奈川 8/9(日) 221-0014 神奈川県横浜市神奈川区入江1-31-11

関　  東 メガロス草加 8/10(月) 340-0014 埼玉県草加市住吉1-7-7  オーク第1ビル 

東　  海 花川運動公園（サマーキャンプ） 8/19(水) 433-8116 静岡県浜松市中区西丘町724

北 信 越 軽井沢インドアテニスコート 8/23(日) 389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1143-2

関　  東 メガロス柏 8/28(金) 277-0005 千葉県柏市柏7-6-30

東　  海 メガロス千種 8/28(金) 464-0858 愛知県名古屋市千種区千種2-23-11

関　  東 青葉台ローンテニススクール 9/21(月) 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-15-1

中国・四国 広島広域公園テニスコート(屋内ハードコート) 9/23(水) 731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5-2-1

九　  州 北九州市立　穴生ドーム 9/23(水) 806-0058 福岡県北九州市八幡西区鉄竜1丁目5-2

関　  東 メガロス綱島 9/25(金) 223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西3-3-3

北 信 越 グリーンインドアテニススクール 10/12(月) 943-0882 新潟県上越市中田原1番地

近　  畿 テニスアカデミー クレセント城陽校 10/25(日) 610-0121 京都府城陽市寺田尼塚47

北 海 道 宮の森スポーツ倶楽部 宮の森校 10/31(土) 064-0081 北海道札幌市中央区北3条西27丁目

東　  北 山形県総合運動公園内テニスコート 11/1(日) 994-0000 山形県天童市山王1-1

近　  畿 ラケットパルテニスクラブ 11/3(火) 666-0257 兵庫県川辺郡猪名川町白金3-24-2

東　  海 アズールテニスアカデミー 11/3(火) 486-0816  愛知県春日井市東野新町2丁目13-3

近　  畿 C`ｓラケットクラブ 11/8(日) 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4

関　  東 アルドール柏の葉 11/22(日) 277-0871 千葉県柏市若柴146-1街区3 

関　  東 昭和の森テニスセンター 11/22(日) 196-0014  東京都昭島市田中町600番地

関　  東 MIRAI TENNIS ACADEMY 11/23(月) 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2-52-1  西友二俣川店屋上

東　  海 DREAM TENNIS ACADEMY HAMAMATSU 11/28(土) 431-0201 静岡県浜松市西区篠原町2588

沖　  縄 東風平運動公園テニス場（雨天時は具志頭体育館） 12/6(日) 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1042番地の2　  

東　  海 ロングウッド森林 12/13(日) 463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味南原2673-1
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齋藤　咲良
（小学校 3年）

ミナミグリーンテニス
クラブ

私は、ニュージェネに２回参加しました。２
回目は、ライバルが多く緊張しましたが、ま
た最優秀選手に選ばれてうれしかったで
す。合宿に参加して友達も増え、テニスも
少し上手になりました。普段あたらない相
手と試合ができ良い経験になりました。私
は、もっとテニスが上手になりたいので練
習会が近くでたくさんあるとうれしいです。
今年も最優秀選手になれるように頑張
ります。

ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン低学年低学年

布田　咲良
（小学校 3年）

有明ジュニア
テニスアカデミー

私は、はじめてのスカウトキャラバン参加
でした。体力審査では、どうしたら少しでも
タイムが良くなるか、体の使い方や動かし
方を考えて取りくんだので、最優秀選手に
選ばれた時は、とてもうれしかったです。プ
ロの選手にアドバイスをいただいたこと
や、テニスの上手な友達ができたことも、と
てもいい経験でした。私はテニスが大好き
です。これからもたくさん練習をして、試合
で勝てるように努力をしていきたいと思い
ます。

クロスリー真優
（小学校 3年）

有明ジュニア
テニスアカデミー

スカウトキャラバンには、全国からいろい
ろな選手が来ていて、たくさんのことを学び
ました。今まで自分の運動能力に自信があっ
たのですが、さらに足の速い選手や運動能
力が高い選手がいてびっくりし、もっともっと
身体を強くしたいと思いました。
私は最優秀賞をもらい、テニスを続ける自
信を持つことができました。
メーカーからもサポートをして頂き、自分
の新しいラケットを持つことができ、さらに
テニスの練習に励むことができました。
スカウトキャラバンは、私のテニスのス
タート地点です。

吉岡　秀
（小学校 5年）

有明ジュニア
テニスアカデミー

第17回大会で最優秀選手に選ばれて、と
てもうれしかったです。ロサンゼルス遠征で
は、海外のコーチにレッスンしていただいた
り、海外の生活を体験し、いろいろなことを
感じ、学ぶことができました。このようなすば
らしい機会を与えてくださった方々、お世話
になった方々への感謝の気持ちを大切にし
て、この貴重な経験をいかし、強い選手にな
れるようにひとつひとつ一生懸命努力して
いこうと思います。

ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン高学年高学年

河口　佳晃
（中学校 1年）

ハロースポーツTS

スカウトキャラバンには、2回出場しまし
た。1回目は何もできず、悔しい気持ちで家
に帰りました。「次はもっと良い結果を出し
たい」と思うようになり、父とトレーニングを
して2回目では最優秀選手賞を取れまし
た。ロサンゼルス遠征で日本とは違う練習
ができ、育成強化合宿で試合中に心が折れ
ない精神的強さを身につけました。このよ
うな機会を与えてくれた方々に感謝し、これ
からもテニスだけではなく人間として成長
していきたいです。
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北 信 越 スポーツドームエアーズ 6/28(日) 933-0902 富山県高岡市向野町3-43-19

関　  東 メガロス横浜 7/31(金) 240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134（横浜ビジネスパーク内）

中国・四国 テニスアリーナガーデン住吉 8/2(日) 770-0861 徳島県徳島市住吉1-7-20

関　  東 成城ATKテニススクール 8/5(水) 182-0004 東京都調布市入間町3-5-3

東　  海 メガロス浜松 8/7(金) 435-0057 静岡県浜松市東区中田町754-1

関　  東 メガロス神奈川 8/9(日) 221-0014 神奈川県横浜市神奈川区入江1-31-11

関　  東 メガロス草加 8/10(月) 340-0014 埼玉県草加市住吉1-7-7  オーク第1ビル 

東　  海 花川運動公園（サマーキャンプ） 8/19(水) 433-8116 静岡県浜松市中区西丘町724

北 信 越 軽井沢インドアテニスコート 8/23(日) 389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1143-2

関　  東 メガロス柏 8/28(金) 277-0005 千葉県柏市柏7-6-30

東　  海 メガロス千種 8/28(金) 464-0858 愛知県名古屋市千種区千種2-23-11

関　  東 青葉台ローンテニススクール 9/21(月) 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-15-1

中国・四国 広島広域公園テニスコート(屋内ハードコート) 9/23(水) 731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5-2-1

九　  州 北九州市立　穴生ドーム 9/23(水) 806-0058 福岡県北九州市八幡西区鉄竜1丁目5-2

関　  東 メガロス綱島 9/25(金) 223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西3-3-3

北 信 越 グリーンインドアテニススクール 10/12(月) 943-0882 新潟県上越市中田原1番地

近　  畿 テニスアカデミー クレセント城陽校 10/25(日) 610-0121 京都府城陽市寺田尼塚47

北 海 道 宮の森スポーツ倶楽部 宮の森校 10/31(土) 064-0081 北海道札幌市中央区北3条西27丁目

東　  北 山形県総合運動公園内テニスコート 11/1(日) 994-0000 山形県天童市山王1-1
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回目は、ライバルが多く緊張しましたが、ま
た最優秀選手に選ばれてうれしかったで
す。合宿に参加して友達も増え、テニスも
少し上手になりました。普段あたらない相
手と試合ができ良い経験になりました。私
は、もっとテニスが上手になりたいので練
習会が近くでたくさんあるとうれしいです。
今年も最優秀選手になれるように頑張
ります。

ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン低学年低学年

布田　咲良
（小学校 3年）

有明ジュニア
テニスアカデミー

私は、はじめてのスカウトキャラバン参加
でした。体力審査では、どうしたら少しでも
タイムが良くなるか、体の使い方や動かし
方を考えて取りくんだので、最優秀選手に
選ばれた時は、とてもうれしかったです。プ
ロの選手にアドバイスをいただいたこと
や、テニスの上手な友達ができたことも、と
てもいい経験でした。私はテニスが大好き
です。これからもたくさん練習をして、試合
で勝てるように努力をしていきたいと思い
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クロスリー真優
（小学校 3年）

有明ジュニア
テニスアカデミー

スカウトキャラバンには、全国からいろい
ろな選手が来ていて、たくさんのことを学び
ました。今まで自分の運動能力に自信があっ
たのですが、さらに足の速い選手や運動能
力が高い選手がいてびっくりし、もっともっと
身体を強くしたいと思いました。
私は最優秀賞をもらい、テニスを続ける自
信を持つことができました。
メーカーからもサポートをして頂き、自分
の新しいラケットを持つことができ、さらに
テニスの練習に励むことができました。
スカウトキャラバンは、私のテニスのス
タート地点です。

吉岡　秀
（小学校 5年）

有明ジュニア
テニスアカデミー

第17回大会で最優秀選手に選ばれて、と
てもうれしかったです。ロサンゼルス遠征で
は、海外のコーチにレッスンしていただいた
り、海外の生活を体験し、いろいろなことを
感じ、学ぶことができました。このようなすば
らしい機会を与えてくださった方々、お世話
になった方々への感謝の気持ちを大切にし
て、この貴重な経験をいかし、強い選手にな
れるようにひとつひとつ一生懸命努力して
いこうと思います。

ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン高学年高学年

河口　佳晃
（中学校 1年）

ハロースポーツTS

スカウトキャラバンには、2回出場しまし
た。1回目は何もできず、悔しい気持ちで家
に帰りました。「次はもっと良い結果を出し
たい」と思うようになり、父とトレーニングを
して2回目では最優秀選手賞を取れまし
た。ロサンゼルス遠征で日本とは違う練習
ができ、育成強化合宿で試合中に心が折れ
ない精神的強さを身につけました。このよ
うな機会を与えてくれた方々に感謝し、これ
からもテニスだけではなく人間として成長
していきたいです。
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ＮＧＴジュニアスカウトキャラバン参加者リスト <参加者170名>

ご あ い さ つ

低学年の部 高学年の部

氏　名 所　属地　　区 学年 都道府県

北海道 9名

氏　名 所　属学年 都道府県

2015年度JPTAニュージェネレーションテニス全国大会出場おめでとうございます。
この全国大会が初めての選手、経験のある選手、各々が努力を積んできたことと思います。選手の皆様は
自分一人で出場するとは考えず、今まで戦ってきた選手達、サポートしてくれている家族、その他色 な々方 と々
一緒に参加する気持ちで挑んで下さい。諦めた時点で才能は終わります。諦めなければ、天才です。
私達も、皆様の気持ち、目標に向かう気持ちを全力でサポートします。

公益社団法人　日本プロテニス協会
ジュニア育成委員会委員長（大会実行委員長）
藤井　渉

ご あ い さ つ

熊倉　新太 小 1 北海道 UFOインドアテニススクール F・R帯広校
茶木　もね 小 2 北海道 宮の森SC
小柳　遥人 小 3 北海道 宮の森SC
小谷　和生 小 3 北海道 UFOインドアテニススクール F・R帯広校
西川　　凜 小 4 北海道 宮の森SC

小川　桃京 小 4 北海道 釧路ひぶなTC
伊藤福大郎 小 5 北海道 宮の森SC
小林　生波 小 5 北海道 Line’s  collect  TT
小川　莉功 小 6 北海道 釧路ひぶなTC

東北　　11名

鈴木かのん 小 1 宮城県 ウイニングショット
三浦　怜央 小 3 宮城県 More - tennis
五十嵐昊也 小 3 宮城県 オレンジフィ－ルド
大内　大雅 小 3 山形県 ITS ベルズ
鈴木　朝陽 小 4 宮城県 ウイニングショット
岡田　幸人 小 5 福島県 ＫＪＴＣ

浜崎　　爽 小 5 宮城県 泉パークタウンテニスクラブ
佐々木優斗 小 5 宮城県 オレンジフィ－ルド
高木　裕矢 小 6 宮城県 ウイニングショット
下原茉莉佳 小 6 宮城県 ウイニングショット
橋本　　開 小 6 山形県 BTA

関東　　58名

竹本　彩花 年長 東京都 武蔵野テニスシティ
長谷川諒輔 年長 東京都 武蔵野テニスシティ
山下　歩夢 年長 千葉県 Hills K-NTA
宮田　尊琉 年長 埼玉県 ルネサンス
稗田　　光 小 1 東京都 町田ローンテニスクラブ
高村　　颯 小 1 神奈川県 シンズあざみ野テニスチーム
柳沢　拓夢 小 1 神奈川県 青葉台ローンテニスクラブ
金巻　希実 小 1 神奈川県 葉山テニスクラブ
松本　諭宇 小 1 神奈川県 ラック港南台テニスガーデン
砂押　壮介 小 1 千葉県 アルドール北松戸
小林　柚葉 小 1 千葉県 ロイヤルテニスクラブ
菅谷　海南 小 1 千葉県 楠クラブ
渡辺　光来 小 1 埼玉県 ブリヂストンテニスハウス新所沢
安里　碧晃 小 1 埼玉県 ウィングローバルテニスアカデミー熊谷
羽柴　陽輝 小 1 群馬県 ミナミテニスクラブ
倉林　大愛 小 1 群馬県 ミナミグリーンテニスクラブ
長野　　亘 小 2 東京都 高田馬場シチズンプラザテニススクール
武藤みなみ 小 2 東京都 グリーンテニスプラザ
根本　隆聖 小 2 東京都 竹の塚インドアスポーツプラザ
西村　星吾 小 2 東京都 コナミスポーツ本店
神山　宏正 小 2 東京都 田園テニスクラブ
中尾　悠香 小 2 東京都 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ
谷城　凜久 小 2 東京都 狛江ATP
室井　仁茄 小 2 東京都 Team REC
高橋　里依 小 2 千葉県 ニッケコルトンテニスガーデン
米野　俊亮 小 2 群馬県 ミナミグリーンテニスクラブ
岩佐　優香 小 3 東京都 大正セントラル目白
鬼崎　耀晴 小 3 東京都 高輪テニスセンター
澁谷　彩瑛 小 3 東京都 大正セントラル目白

阿部　叶実 小 3 東京都 京王赤城アカデミー
今野　凜子 小 3 東京都 VIP Tennis Academy
岩田　昊空 小 3 神奈川県 チームZIP
小野　陽菜 小 3 千葉県 殿山 TG
前田　透空 小 3 千葉県 吉田記念テニス研修センター
高木　弘貴 小 3 千葉県 アルドールおゆみ野
石井　　絢 小 3 栃木県 River
齋藤　咲良 小 3 群馬県 ミナミグリーンテニスクラブ
立野　桜成 小 4 東京都 コナミスポーツ本店
村瀬陽太郎 小 4 東京都 大正セントラルテニスクラブ目白
関下　弥優 小 4 東京都 トータルテニスアカデミー
大脇　結衣 小 4 東京都 たちかわ JTA
金巻　知里 小 4 神奈川県 葉山テニスクラブ
酒井　柚香 小 4 神奈川県 ファーイースト JrTA
矢口　亜美 小 4 千葉県 オールサムズテニスクラブ
澁谷　梨紗 小 5 東京都 大正セントラル目白
松井　千穂 小 5 東京都 セサミ向島
麻坂　芽生 小 5 東京都 フミヤエース市川
松浦麟太郎 小 5 神奈川県 青葉台ローンテニスクラブ
宮内　汐夏 小 5 神奈川県 ラックテニスガーデン
里村　　陽 小 5 千葉県 アルドール幕張
服部　竜大 小 5 千葉県 きさらづアウルTC
安里　公志 小 5 埼玉県 ウィングローバルテニスアカデミー熊谷
平山　尚暉 小 6 東京都 有明ジュニアテニスアカデミー
神村　歩実 小 6 東京都 MTS
細田　佑海 小 6 東京都 東宝調布テニスクラブ
人見　　快 小 6 神奈川県 Ｋテニススクール
金巻　武秀 小 6 神奈川県 葉山テニスクラブ
原田　真吾 小 6 神奈川県

氏　名 所　属地　　区 学年 都道府県

北信越 16名

氏　名 所　属学年 都道府県
八木澤槙斗 小 1 富山県 スポーツメイトアキレス
前田　恵椛 小 1 富山県 スポーツドームエアーズ
青木　凜平 小 2 新潟県 ファーストテニスアカデミー
吉江　優楽 小 3 富山県 スポーツドームエアーズ
出口　夢來 小 3 福井県 FUKUI.JTT
浅利　喬介 小 3 新潟県 上越グリーン ITS
吉川　太智 小 3 新潟県 上越グリーン ITS
水澤　康生 小 4 新潟県 上越グリーン ITS

瀬戸祐希奈 小 4 富山県 大林 TS
前田ミチル 小 4 富山県 スポーツドームエアーズ
高崎　昊大 小 5 石川県 ウエストヒルズ JT
本田　拓也 小 5 新潟県 上越グリーン ITS
澁谷　拓希 小 5 新潟県 上越グリーン ITS
斎藤　翔太 小 6 新潟県 ファミリー ITS
安孫子　楓 小 6 富山県 スポーツドームエアーズ
石坂　菜月 小 6 新潟県 上越グリーン ITS

四国　　10名

香川　荘太 年長 香川県 PDT
溝渕　杏莉 小 1 徳島県 テニスアリーナガーデン
湯浅　圭祐 小 3 徳島県 テニスアリーナガーデン
坂本　朱優 小 3 徳島県 テニスアリーナガーデン
田中　　遼 小 4 広島県 みなみ坂 TS

寺田涼太郎 小 5 広島県 福山テニス王国
西本　稲音 小 6 広島県 Tension
髙　　悠亜 小 6 広島県 UP.Set
和田　夏帆 小 6 広島県 Tension

関西　　32名

板垣　瑠夏 年長 兵庫県 サウサリート
中本　莉空 年長 京都府 
大伴　真姫 年長 兵庫県 Team☆Win Fame
澤田　　瞬 小 1 京都府 京都東山テニスクラブ
山田　美和 小 1 大阪府 香里グリーンテニスクラブ
濱田あおい 小 1 大阪府 C's RACQUET CLUB
久保　歩誉 小 2 兵庫県 ITC テニススクール
明松　憲伸 小 2 大阪府 C's RACQUET CLUB
新井　皓仁 小 2 京都府 西の丘 LTC
木﨑　琉士 小 2 大阪府 鶴見緑地M.T.S
河野　望奈 小 3 大阪府 TCコスパ八尾南
渡邊　遥奈 小 3 大阪府 コスパ 神崎川
坂根　瑛太 小 3 大阪府 MTS大阪校カラバッシュジュニアアカデミー
木下　晴結 小 3 大阪府 香里グリーンテニスクラブ
石橋　実波 小 3 大阪府 C's RACQUET CLUB
島袋　華怜 小 3 京都府 城陽クレセント

堀川いち乃 小 3 京都府 西の丘 LTC
田中　絢貴 小 4 大阪府 シーズラケットクラブ
藤田　佳乃 小 4 大阪府 香里グリーンテニスクラブ
大塚　結衣 小 4 大阪府 香里グリーンテニスクラブ
高倉　智也 小 4 滋賀県 TAクレセント
永澤亜桜香 小 4 奈良県 テニスガーデン広陵
奥田　一敬 小 4 大阪府 ラケットパル
末廣　　茜 小 5 大阪府 江坂テニスセンター
濱田　らん 小 5 大阪府 C`s RACQUET CLUB
磯打　　航 小 5 大阪府 C's RACQUET CLUB
津野　賢信 小 6 兵庫県 ラケットパル
安田　真織 小 6 兵庫県 ラケットパル
安田　真啓 小 6 兵庫県 ラケットパル
図師 奨之介 小 6 大阪府 C's RACQUET CLUB
藤沼　桃花 小 6 大阪府 C`s RACQUET CLUB

九州　　10名

井料田　翔 小 1 宮崎県 シーガイアTA
大熊　一星 小 2 福岡県 舞ヶ丘 TC
黒﨑　伊織 小 3 福岡県 北九州ウエストサイドテニスクラブ
長岡　咲樹 小 4 福岡県 NTCクラブ
石口　玲奈 小 5 福岡県 北九州ウエストサイドテニスクラブ

中村　真人 小 5 福岡県 ドリーム TS
賀久　　響 小 5 福岡県 北九州ウエストサイドテニスクラブ
江内谷駿平 小 6 宮崎県 MTF
鳥井　俊作 小 6 福岡県 北九州ウエストサイドテニスクラブ
杉田　千紘 小 6 大分県 ロケーション

沖縄　 3名

比嘉惇壬定 年長 沖縄県 ニライ保育園
金城　朝夢 小 3 沖縄県 ピン・ハブ
仲宗根吉秀 小 5 沖縄県 Scratch　Jr

みなさん、全国大会出場おめでとうございます。みなさんはスカウトキャラバン・トーナメント・グリーン
ボール合わせて、全国74か所、約2,000名の参加者の代表として今日ここにいます。そのことに誇りを
持ち、また自信を持って3日間精一杯がんばってください。思いが強ければ強いほど、その想いはかなうと
信じてください。皆さんの想いの全てを出すことが出来れば、きっと夢に近づくはずです。

公益社団法人　日本プロテニス協会
理事　ジュニア育成委員会副委員長（大会統括委員長）
藤沼　敏則

東海　　23名

木村　颯也 小 1 静岡県 サーラスポーツ浜松
志知　暖基 小 1 静岡県 ブレスガーデンテニスクラブ
鈴木　遼央 小 1 静岡県 ブレスパティオテニスクラブ
加納　正起 小 1 愛知県 メガロス千種
松本　　快 小 1 愛知県 森林ロングウッド
松本　　経 小 1 愛知県 森林ロングウッド
今井　力輝 小 1 岐阜県 BASE×MET
熊谷　帆夏 小 2 静岡県 さくらテニスクラブ
名倉　万稀 小 2 愛知県 アズールテニスアカデミー
大江　真央 小 2 愛知県 刈谷テニスパーク
中山　達椰 小 2 愛知県 滝の水インドアテニススクール
青木　実紘 小 2 愛知県 森林ロングウッド

川原仁智香 小 3 愛知県 小牧ロングウッド
二宮　茉子 小 4 静岡県 佐鳴台ローンテニスクラブ
名倉　果甫 小 4 愛知県 アズールテニスアカデミー
佐々　碧泉 小 4 岐阜県 ロングウッド多治見
川出　晶葉 小 4 三重県 鈴鹿 TA
河村孝太郎 小 4 三重県 ロランインドアテニスステージ
松並　万睦 小 5 愛知県 IWAMOTOインドア
可児　涼香 小 5 愛知県 ロングウッド小牧
辻村　基樹 小 6 愛知県 たけがわテニスクラブ
松本　直生 小 6 愛知県 森林ロングウッド
室井　卓海 小 6 三重県 テニスラウンジ津
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ＮＧＴジュニアスカウトキャラバン参加者リスト <参加者170名>

ご あ い さ つ

低学年の部 高学年の部

氏　名 所　属地　　区 学年 都道府県

北海道 9名

氏　名 所　属学年 都道府県

2015年度JPTAニュージェネレーションテニス全国大会出場おめでとうございます。
この全国大会が初めての選手、経験のある選手、各々が努力を積んできたことと思います。選手の皆様は
自分一人で出場するとは考えず、今まで戦ってきた選手達、サポートしてくれている家族、その他色 な々方 と々
一緒に参加する気持ちで挑んで下さい。諦めた時点で才能は終わります。諦めなければ、天才です。
私達も、皆様の気持ち、目標に向かう気持ちを全力でサポートします。

公益社団法人　日本プロテニス協会
ジュニア育成委員会委員長（大会実行委員長）
藤井　渉

ご あ い さ つ

熊倉　新太 小 1 北海道 UFOインドアテニススクール F・R帯広校
茶木　もね 小 2 北海道 宮の森SC
小柳　遥人 小 3 北海道 宮の森SC
小谷　和生 小 3 北海道 UFOインドアテニススクール F・R帯広校
西川　　凜 小 4 北海道 宮の森SC

小川　桃京 小 4 北海道 釧路ひぶなTC
伊藤福大郎 小 5 北海道 宮の森SC
小林　生波 小 5 北海道 Line’s  collect  TT
小川　莉功 小 6 北海道 釧路ひぶなTC

東北　　11名

鈴木かのん 小 1 宮城県 ウイニングショット
三浦　怜央 小 3 宮城県 More - tennis
五十嵐昊也 小 3 宮城県 オレンジフィ－ルド
大内　大雅 小 3 山形県 ITS ベルズ
鈴木　朝陽 小 4 宮城県 ウイニングショット
岡田　幸人 小 5 福島県 ＫＪＴＣ

浜崎　　爽 小 5 宮城県 泉パークタウンテニスクラブ
佐々木優斗 小 5 宮城県 オレンジフィ－ルド
高木　裕矢 小 6 宮城県 ウイニングショット
下原茉莉佳 小 6 宮城県 ウイニングショット
橋本　　開 小 6 山形県 BTA

関東　　58名

竹本　彩花 年長 東京都 武蔵野テニスシティ
長谷川諒輔 年長 東京都 武蔵野テニスシティ
山下　歩夢 年長 千葉県 Hills K-NTA
宮田　尊琉 年長 埼玉県 ルネサンス
稗田　　光 小 1 東京都 町田ローンテニスクラブ
高村　　颯 小 1 神奈川県 シンズあざみ野テニスチーム
柳沢　拓夢 小 1 神奈川県 青葉台ローンテニスクラブ
金巻　希実 小 1 神奈川県 葉山テニスクラブ
松本　諭宇 小 1 神奈川県 ラック港南台テニスガーデン
砂押　壮介 小 1 千葉県 アルドール北松戸
小林　柚葉 小 1 千葉県 ロイヤルテニスクラブ
菅谷　海南 小 1 千葉県 楠クラブ
渡辺　光来 小 1 埼玉県 ブリヂストンテニスハウス新所沢
安里　碧晃 小 1 埼玉県 ウィングローバルテニスアカデミー熊谷
羽柴　陽輝 小 1 群馬県 ミナミテニスクラブ
倉林　大愛 小 1 群馬県 ミナミグリーンテニスクラブ
長野　　亘 小 2 東京都 高田馬場シチズンプラザテニススクール
武藤みなみ 小 2 東京都 グリーンテニスプラザ
根本　隆聖 小 2 東京都 竹の塚インドアスポーツプラザ
西村　星吾 小 2 東京都 コナミスポーツ本店
神山　宏正 小 2 東京都 田園テニスクラブ
中尾　悠香 小 2 東京都 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ
谷城　凜久 小 2 東京都 狛江ATP
室井　仁茄 小 2 東京都 Team REC
高橋　里依 小 2 千葉県 ニッケコルトンテニスガーデン
米野　俊亮 小 2 群馬県 ミナミグリーンテニスクラブ
岩佐　優香 小 3 東京都 大正セントラル目白
鬼崎　耀晴 小 3 東京都 高輪テニスセンター
澁谷　彩瑛 小 3 東京都 大正セントラル目白

阿部　叶実 小 3 東京都 京王赤城アカデミー
今野　凜子 小 3 東京都 VIP Tennis Academy
岩田　昊空 小 3 神奈川県 チームZIP
小野　陽菜 小 3 千葉県 殿山 TG
前田　透空 小 3 千葉県 吉田記念テニス研修センター
高木　弘貴 小 3 千葉県 アルドールおゆみ野
石井　　絢 小 3 栃木県 River
齋藤　咲良 小 3 群馬県 ミナミグリーンテニスクラブ
立野　桜成 小 4 東京都 コナミスポーツ本店
村瀬陽太郎 小 4 東京都 大正セントラルテニスクラブ目白
関下　弥優 小 4 東京都 トータルテニスアカデミー
大脇　結衣 小 4 東京都 たちかわ JTA
金巻　知里 小 4 神奈川県 葉山テニスクラブ
酒井　柚香 小 4 神奈川県 ファーイースト JrTA
矢口　亜美 小 4 千葉県 オールサムズテニスクラブ
澁谷　梨紗 小 5 東京都 大正セントラル目白
松井　千穂 小 5 東京都 セサミ向島
麻坂　芽生 小 5 東京都 フミヤエース市川
松浦麟太郎 小 5 神奈川県 青葉台ローンテニスクラブ
宮内　汐夏 小 5 神奈川県 ラックテニスガーデン
里村　　陽 小 5 千葉県 アルドール幕張
服部　竜大 小 5 千葉県 きさらづアウルTC
安里　公志 小 5 埼玉県 ウィングローバルテニスアカデミー熊谷
平山　尚暉 小 6 東京都 有明ジュニアテニスアカデミー
神村　歩実 小 6 東京都 MTS
細田　佑海 小 6 東京都 東宝調布テニスクラブ
人見　　快 小 6 神奈川県 Ｋテニススクール
金巻　武秀 小 6 神奈川県 葉山テニスクラブ
原田　真吾 小 6 神奈川県

氏　名 所　属地　　区 学年 都道府県

北信越 16名

氏　名 所　属学年 都道府県
八木澤槙斗 小 1 富山県 スポーツメイトアキレス
前田　恵椛 小 1 富山県 スポーツドームエアーズ
青木　凜平 小 2 新潟県 ファーストテニスアカデミー
吉江　優楽 小 3 富山県 スポーツドームエアーズ
出口　夢來 小 3 福井県 FUKUI.JTT
浅利　喬介 小 3 新潟県 上越グリーン ITS
吉川　太智 小 3 新潟県 上越グリーン ITS
水澤　康生 小 4 新潟県 上越グリーン ITS

瀬戸祐希奈 小 4 富山県 大林 TS
前田ミチル 小 4 富山県 スポーツドームエアーズ
高崎　昊大 小 5 石川県 ウエストヒルズ JT
本田　拓也 小 5 新潟県 上越グリーン ITS
澁谷　拓希 小 5 新潟県 上越グリーン ITS
斎藤　翔太 小 6 新潟県 ファミリー ITS
安孫子　楓 小 6 富山県 スポーツドームエアーズ
石坂　菜月 小 6 新潟県 上越グリーン ITS

四国　　10名

香川　荘太 年長 香川県 PDT
溝渕　杏莉 小 1 徳島県 テニスアリーナガーデン
湯浅　圭祐 小 3 徳島県 テニスアリーナガーデン
坂本　朱優 小 3 徳島県 テニスアリーナガーデン
田中　　遼 小 4 広島県 みなみ坂 TS

寺田涼太郎 小 5 広島県 福山テニス王国
西本　稲音 小 6 広島県 Tension
髙　　悠亜 小 6 広島県 UP.Set
和田　夏帆 小 6 広島県 Tension

関西　　32名

板垣　瑠夏 年長 兵庫県 サウサリート
中本　莉空 年長 京都府 
大伴　真姫 年長 兵庫県 Team☆Win Fame
澤田　　瞬 小 1 京都府 京都東山テニスクラブ
山田　美和 小 1 大阪府 香里グリーンテニスクラブ
濱田あおい 小 1 大阪府 C's RACQUET CLUB
久保　歩誉 小 2 兵庫県 ITC テニススクール
明松　憲伸 小 2 大阪府 C's RACQUET CLUB
新井　皓仁 小 2 京都府 西の丘 LTC
木﨑　琉士 小 2 大阪府 鶴見緑地M.T.S
河野　望奈 小 3 大阪府 TCコスパ八尾南
渡邊　遥奈 小 3 大阪府 コスパ 神崎川
坂根　瑛太 小 3 大阪府 MTS大阪校カラバッシュジュニアアカデミー
木下　晴結 小 3 大阪府 香里グリーンテニスクラブ
石橋　実波 小 3 大阪府 C's RACQUET CLUB
島袋　華怜 小 3 京都府 城陽クレセント

堀川いち乃 小 3 京都府 西の丘 LTC
田中　絢貴 小 4 大阪府 シーズラケットクラブ
藤田　佳乃 小 4 大阪府 香里グリーンテニスクラブ
大塚　結衣 小 4 大阪府 香里グリーンテニスクラブ
高倉　智也 小 4 滋賀県 TAクレセント
永澤亜桜香 小 4 奈良県 テニスガーデン広陵
奥田　一敬 小 4 大阪府 ラケットパル
末廣　　茜 小 5 大阪府 江坂テニスセンター
濱田　らん 小 5 大阪府 C`s RACQUET CLUB
磯打　　航 小 5 大阪府 C's RACQUET CLUB
津野　賢信 小 6 兵庫県 ラケットパル
安田　真織 小 6 兵庫県 ラケットパル
安田　真啓 小 6 兵庫県 ラケットパル
図師 奨之介 小 6 大阪府 C's RACQUET CLUB
藤沼　桃花 小 6 大阪府 C`s RACQUET CLUB

九州　　10名

井料田　翔 小 1 宮崎県 シーガイアTA
大熊　一星 小 2 福岡県 舞ヶ丘 TC
黒﨑　伊織 小 3 福岡県 北九州ウエストサイドテニスクラブ
長岡　咲樹 小 4 福岡県 NTCクラブ
石口　玲奈 小 5 福岡県 北九州ウエストサイドテニスクラブ

中村　真人 小 5 福岡県 ドリーム TS
賀久　　響 小 5 福岡県 北九州ウエストサイドテニスクラブ
江内谷駿平 小 6 宮崎県 MTF
鳥井　俊作 小 6 福岡県 北九州ウエストサイドテニスクラブ
杉田　千紘 小 6 大分県 ロケーション

沖縄　 3名

比嘉惇壬定 年長 沖縄県 ニライ保育園
金城　朝夢 小 3 沖縄県 ピン・ハブ
仲宗根吉秀 小 5 沖縄県 Scratch　Jr

みなさん、全国大会出場おめでとうございます。みなさんはスカウトキャラバン・トーナメント・グリーン
ボール合わせて、全国74か所、約2,000名の参加者の代表として今日ここにいます。そのことに誇りを
持ち、また自信を持って3日間精一杯がんばってください。思いが強ければ強いほど、その想いはかなうと
信じてください。皆さんの想いの全てを出すことが出来れば、きっと夢に近づくはずです。

公益社団法人　日本プロテニス協会
理事　ジュニア育成委員会副委員長（大会統括委員長）
藤沼　敏則

東海　　23名

木村　颯也 小 1 静岡県 サーラスポーツ浜松
志知　暖基 小 1 静岡県 ブレスガーデンテニスクラブ
鈴木　遼央 小 1 静岡県 ブレスパティオテニスクラブ
加納　正起 小 1 愛知県 メガロス千種
松本　　快 小 1 愛知県 森林ロングウッド
松本　　経 小 1 愛知県 森林ロングウッド
今井　力輝 小 1 岐阜県 BASE×MET
熊谷　帆夏 小 2 静岡県 さくらテニスクラブ
名倉　万稀 小 2 愛知県 アズールテニスアカデミー
大江　真央 小 2 愛知県 刈谷テニスパーク
中山　達椰 小 2 愛知県 滝の水インドアテニススクール
青木　実紘 小 2 愛知県 森林ロングウッド

川原仁智香 小 3 愛知県 小牧ロングウッド
二宮　茉子 小 4 静岡県 佐鳴台ローンテニスクラブ
名倉　果甫 小 4 愛知県 アズールテニスアカデミー
佐々　碧泉 小 4 岐阜県 ロングウッド多治見
川出　晶葉 小 4 三重県 鈴鹿 TA
河村孝太郎 小 4 三重県 ロランインドアテニスステージ
松並　万睦 小 5 愛知県 IWAMOTOインドア
可児　涼香 小 5 愛知県 ロングウッド小牧
辻村　基樹 小 6 愛知県 たけがわテニスクラブ
松本　直生 小 6 愛知県 森林ロングウッド
室井　卓海 小 6 三重県 テニスラウンジ津

18_08-09
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ＪＰＴＡジュニア育成・強化プログラム

ＪＰＴＡ　スカラシップ システム
●1年間の育成プログラムおよびメーカーサポートプログラムを授与
●その他、優秀該当者数名にも育成プログラム参加資格およびメーカーサポートプログラムを授与

　公益社団法人日本プロテニス協会では、ニュージェネレーションテニス全国大会において優秀な成績を収めた選手の為に、一年間の育成・
強化サポートプログラムを用意しています。春、夏、秋に開催する育成・強化合宿、エリア別育成・強化の特別レッスンなどテーマを決めてプロ
コーチによる密度の高いレッスンが受講できます。また、夜には講義時間を設け、技術面だけでなくメンタル面での
サポートにも役立つ情報を提供しています。

ジュニア育成プログラム

JPTAプロコーチによる1年間の総合指導を無償で提供

　●テクニカルコーチング

　●フィジカルコーチング

　●メンタルトレーニング

　●栄養管理、指導

メーカーサポートプログラム

JPTAスカラシップシステムとテニスメーカーによる

サポートタイアップ。将来スタープレーヤーを目指す

ジュニアたちへよりよいテニス環境を提供する。

　●JPTA公認企業

スタッフ

ジュニア育成プロジェクトチーム

コーチングスタッフ：

　田村伸也プロ、藤井渉プロ、山本育史プロ、辻野隆三プロ

　他　ジュニアプロコーチングスタッフ

海外遠征

海外ツアー参戦

　●高学年の部の最優秀者

　●トーナメントU12・U14優勝者

2015年度、第１回の育成強化合宿＆ジュニアスプリングキャンプ
をグリーンピア三木、ビーンズドームで開催いたしました。新しい育

日　程 ：平成27年5月29日～6月1日　　　参加人数 ：56名
場　所 ：グリーンピア三木・ブルボンビーンズドーム（兵庫県）
参加スタッフ :  山本育史副理事長、荒井英樹育成普及事業部長、藤沼敏則ジュニア育成副委員長、
 田村伸也育成強化コーチ、山崎 章コーチ、梶下欣昭コーチ、松尾茂生コーチ
外部トレーナー： physical assist「SarchC」代表　播磨 哲

スプリングキャンプ
報 告
スプリングキャンプ
報 告

成強化メンバーも加わり、新たな気持ちと、低学年の参加が非常に多
く不安も多々ありましたが、とても有意義な時間となりました。

今年度第2回目の育成強化合宿&ジュニアサマーキャンプは昨年同
様に花川運動公園20面を使用して行いました。初日、土砂降りの中
の集合となりましたが、開会式後は雨も小降りとなり、予定通り練習

を開催することが出来ました。
ドリルとラリーを中心に試合での自分のプラ
ンを考えて、取り組むことを目的に行いました。
ドリルでは攻めを中心にいくつかのパターン
練習、ラリーでは動きと実戦を意識した練習を
行いました。

日　程：平成27年8月17日～8月21日　　　参加人数：91名
場　所：花川運動公園（静岡県）
参加スタッフ : 渡辺功副会長、渡辺力顧問、荒井英樹育成普及事業部長、太田耕造事業副部長、
 藤井渉ジュニア育成委員長、藤沼敏則ジュニア育成副委員長、井上丈士ジュニア
 育成副委員長、田村伸也育成強化コーチ、山崎章コーチ、三井勝彦コーチ
外部トレーナー： physical assist「SarchC」代表　播磨 哲

サマーキャンプ
報 告
サマーキャンプ
報 告

また、春合宿と同様に外部トレーナーの
播磨トレーナーにお越しいただき、トレーニ
ングもテニスに必要な筋力、動きにそって
行っていただきました。
三日目の試合を見た印象として、もっと沢
山試合練習の必要性を感じました。
秋合宿ではマッチ練習をメインとして行いたいと委員会としても課
題点を見出して、今後の育成強化につなげていきたいです。

（藤井渉ジュニア育成委員長）

今年度第3回育成・強化合宿&オータムキャ
ンプでは夏合宿で課題としてあがった、マッ
チ練習をメインテーマとしました。
試合練習のキャンプとして基本的なアップ
終了後、試合ばかりを行い最終日はダブルス
も行いました。やはり試合を多くこなせばこ

日　程：平成27年11月20日～11月22日
場　所：東急ハーヴェスト浜名湖（静岡県）
参加人数：24名
参加スタッフ :  藤井渉ジュニア育成委員長、
 太田耕造事業副部長、三井勝彦コーチ

オータムキャンプ
報 告
オータムキャンプ
報 告

なすほど、良くなってくる点と、スタミナ等の不
足している点が、明確になり自覚することが出
来、各選手が目標を持って帰れたと思います。
夏合宿、秋合宿を通じ、選手に必要な物を考
え、私達は少しずつでも良いキャンプが出来る
よう、努力していきます。                （藤井渉ジュニア育成委員長）

強化サポートプログラムを用意しています。春、夏、秋に開催する育成・強化合宿、エリア別育成・強化の特別レッスンなどテーマを決めてプロ
コーチによる密度の高いレッスンが受講できます。また、夜には講義時間を設け、技術面だけでなくメンタル面での

 :  山本育史副理事長、荒井英樹育成普及事業部長、藤沼敏則ジュニア育成副委員長、

秋合宿ではマッチ練習をメインとして行いたいと委員会としても課

なすほど、良くなってくる点と、スタミナ等の不

よう、努力していきます。                （藤井渉ジュニア育成委員長）

ランス、それを意識してのテニスにおける動
き」というテーマに取り組みました。
３日目にはタイブレークによるリーグ戦を行
いました。タイブレークではありましたが、一
人の選手が勝負にこだわって、4回、5回と取
り組んでいる姿は本当にたくましく感じました。
回を重ねるごとにパワーアップし続けている育成強化合宿ではあ
りますが、まだまだ至らない点が多く、選手たちの成長をよりサポー
トできるよう、もっともっと、はっきりとした特徴のあるJPTAの合
宿にしていきます。お子様を合宿へ送り出していただき、中には遠方
まで付き添っていただきましたご父兄の皆様、ご協力していただい
たコーチングスタッフの皆様、本当にありがとうございました。サ
マーキャンプ、オータムキャンプでまた会いましょう。

（山本育史副理事長）

初日にはボール出しドリルを中心に、打つボールの配給、それに
伴ったフットワーク、コートでのポジショニングを意識して数多くの
ボールを打ちました。基本動作を身につけるうえで反復練習はとて
も大切と考えています。
２日目は４つのグループに分かれてそれぞれのコーチの視点、テー
マでトレーニングを行いました。
田村プロからは「ストロークからネットプレーへの連動、動き、考え」
山崎コーチと荒井コーチからは「サービス、リターンの基本、それ
に合わせて３球目攻撃のパターン練習」
山本ヘッドコーチからは「厳しいボール
をクロス、ストレートへの切り替えし、それ
に伴っての動き、ポジショニング、その流れ
でのポイントゲーム」
播磨トレーナーからは「柔軟、体幹のバ

2015年度　ＪＰＴＡジュニア育成・強化メンバー
育成メンバー 33名

№ 氏　　名 学年 出身地
 1 岩田のどか 中3 大阪府
 2 三井　優太 中3 静岡県
 3 八木　恵実 中3 愛知県
 4 阿多　竜也 中3 福岡県
 5 加藤　博夢 中3 静岡県
 6 森田　拓統 中3 福岡県
 7 市川　　豪 中3 千葉県
 8 古澤　優奈 中3 京都市
 9 藤浪　　巧 中3 福岡県
 10 藤原英利香 中2 愛知県
 11 佐々木菜穂 中2 北海道
 12 佐藤和歌葉 中2 山形県
 13 德安　莉菜 中2 福岡県
 14 松島　采香 中2 宮城県
 15 三又　貴文 中2 岩手県
 16 荒井　漱馬 中1 愛知県
 17 齋藤　駿太 中1 宮城県

№ 氏　　名 学年 出身地
 18 森下　皓太 中1 滋賀県
 19 辻野　伽凜 中1 東京都
 20 山口　　藍 中1 熊本県
 21 髙木　風花 中1 三重県
 22 三井　駿介 中1 静岡県
 23 林　　果音 中1 富山県
 24 河口　佳晃 中1 大阪府
 25 長沼　利沙 中1 大阪府
 26 坂口　勇太 中1 大阪府
 27 田中　佑弥 中1 大阪府
 28 小林　杏珠 中1 福岡県
 29 市川　　星 中1 滋賀県
 30 南　　成星 中1 富山県
 31 戸田　智大 中1 宮崎市
 32 村上　真優 中1 福岡県
 33 蔵田　太洋 中1 広島県

№ 氏　　名 学年 出身地 № 氏　　名 学年 出身地 № 氏　　名 学年 出身地 № 氏　　名 学年 出身地

強化メンバー 59名

 1 平山　尚暉 小6 東京都
 2 大橋麗美華 小6 神奈川県
 3 藤　ひなた 小6 福岡市
 4 武田　昂祐 小6 宮城県
 5 南　　颯汰 小6 愛知県
 6 鳥井　俊作 小6 福岡県
 7 山田　優奈 小6 愛知県
 8 高　　悠亜 小6 広島県
 9 大蔵　好珠 小6 福岡県
 10 新城　慶大 小6 兵庫県
 11 松田絵理香 小6 神奈川県
 12 関根　康太 小6 静岡県
 13 佐藤まりあ 小6 愛知県
 14 荒井　恒哉 小6 愛知県
 15 小副川莉桜 小6 千葉県
 16 大神　照太 小5 福岡県
 17 井林　奏斗 小5 富山県

 35 新城　英万 小4 沖縄県
 36 轟　　佑介 小4 東京都
 37 虫賀　心央 小4 愛知県
 38 虫賀　愛央 小4 愛知県
 39 太田　貴子 小4 東京都
 40 大佐古琉生 小4 佐賀県
 41 前田ミチル 小4 富山県
 42 瀬戸祐希奈 小4 富山県
 43 宿田凜太郎 小4 北海道
 44 森　　広樹 小4 香川県
 45 水澤　康生 小4 新潟県
 46 城　　義弥 小4 宮城県
 47 金巻　知里 小4 神奈川県
 48 布田　咲良 小3 東京都
 49 クロスリー真優 小3 東京都
 50 坂根　瑛太 小3 大阪府
 51 辻野　　空 小3 東京都

 18 高橋幸太郎 小5 愛知県
 19 長峯　大揮 小5 北海道
 20 吉岡　　秀 小5 東京都
 21 末廣　　茜 小5 大阪市
 22 福島　　晶 小5 福岡県
 23 城　　碧海 小5 宮城県
 24 矢野　遥士 小5 東京都
 25 松村　羽奈 小5 東京都
 26 坂田　葉琉 小5 和歌山県
 27 伊藤　飛翔 小5 福岡県
 28 林　　幸佑 小5 岐阜市
 29 濱田　らん 小5 大阪府
 30 眞田　将吾 小5 三重県
 31 小林　杏菜 小5 福岡県
 32 安養　侑歩 小4 富山県
 33 彌榮　優月 小4 広島県
 34 関根　大耀 小4 福岡県

 52 岩田　昊空 小3 神奈川県
 53 泉　　浩大 小3 群馬県
 54 齋藤　咲良 小3 群馬県
 55 熊谷　帆夏 小2 静岡県
 56 神山　宏正 小2 東京都
 57 鈴木　遼央 小1 静岡県
 58 永田　温人 小1 愛知県
 59 荒井　仁文 小1 愛知県
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　●JPTA公認企業

スタッフ

ジュニア育成プロジェクトチーム

コーチングスタッフ：

　田村伸也プロ、藤井渉プロ、山本育史プロ、辻野隆三プロ

　他　ジュニアプロコーチングスタッフ

海外遠征

海外ツアー参戦

　●高学年の部の最優秀者

　●トーナメントU12・U14優勝者

2015年度、第１回の育成強化合宿＆ジュニアスプリングキャンプ
をグリーンピア三木、ビーンズドームで開催いたしました。新しい育

日　程 ：平成27年5月29日～6月1日　　　参加人数 ：56名
場　所 ：グリーンピア三木・ブルボンビーンズドーム（兵庫県）
参加スタッフ :  山本育史副理事長、荒井英樹育成普及事業部長、藤沼敏則ジュニア育成副委員長、
 田村伸也育成強化コーチ、山崎 章コーチ、梶下欣昭コーチ、松尾茂生コーチ
外部トレーナー： physical assist「SarchC」代表　播磨 哲

スプリングキャンプ
報 告
スプリングキャンプ
報 告

成強化メンバーも加わり、新たな気持ちと、低学年の参加が非常に多
く不安も多々ありましたが、とても有意義な時間となりました。

今年度第2回目の育成強化合宿&ジュニアサマーキャンプは昨年同
様に花川運動公園20面を使用して行いました。初日、土砂降りの中
の集合となりましたが、開会式後は雨も小降りとなり、予定通り練習

を開催することが出来ました。
ドリルとラリーを中心に試合での自分のプラ
ンを考えて、取り組むことを目的に行いました。
ドリルでは攻めを中心にいくつかのパターン
練習、ラリーでは動きと実戦を意識した練習を
行いました。

日　程：平成27年8月17日～8月21日　　　参加人数：91名
場　所：花川運動公園（静岡県）
参加スタッフ : 渡辺功副会長、渡辺力顧問、荒井英樹育成普及事業部長、太田耕造事業副部長、
 藤井渉ジュニア育成委員長、藤沼敏則ジュニア育成副委員長、井上丈士ジュニア
 育成副委員長、田村伸也育成強化コーチ、山崎章コーチ、三井勝彦コーチ
外部トレーナー： physical assist「SarchC」代表　播磨 哲
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報 告
サマーキャンプ
報 告

また、春合宿と同様に外部トレーナーの
播磨トレーナーにお越しいただき、トレーニ
ングもテニスに必要な筋力、動きにそって
行っていただきました。
三日目の試合を見た印象として、もっと沢
山試合練習の必要性を感じました。
秋合宿ではマッチ練習をメインとして行いたいと委員会としても課
題点を見出して、今後の育成強化につなげていきたいです。

（藤井渉ジュニア育成委員長）

今年度第3回育成・強化合宿&オータムキャ
ンプでは夏合宿で課題としてあがった、マッ
チ練習をメインテーマとしました。
試合練習のキャンプとして基本的なアップ
終了後、試合ばかりを行い最終日はダブルス
も行いました。やはり試合を多くこなせばこ

日　程：平成27年11月20日～11月22日
場　所：東急ハーヴェスト浜名湖（静岡県）
参加人数：24名
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 太田耕造事業副部長、三井勝彦コーチ

オータムキャンプ
報 告
オータムキャンプ
報 告

なすほど、良くなってくる点と、スタミナ等の不
足している点が、明確になり自覚することが出
来、各選手が目標を持って帰れたと思います。
夏合宿、秋合宿を通じ、選手に必要な物を考
え、私達は少しずつでも良いキャンプが出来る
よう、努力していきます。                （藤井渉ジュニア育成委員長）

強化サポートプログラムを用意しています。春、夏、秋に開催する育成・強化合宿、エリア別育成・強化の特別レッスンなどテーマを決めてプロ
コーチによる密度の高いレッスンが受講できます。また、夜には講義時間を設け、技術面だけでなくメンタル面での

 :  山本育史副理事長、荒井英樹育成普及事業部長、藤沼敏則ジュニア育成副委員長、

秋合宿ではマッチ練習をメインとして行いたいと委員会としても課

なすほど、良くなってくる点と、スタミナ等の不

よう、努力していきます。                （藤井渉ジュニア育成委員長）

ランス、それを意識してのテニスにおける動
き」というテーマに取り組みました。
３日目にはタイブレークによるリーグ戦を行
いました。タイブレークではありましたが、一
人の選手が勝負にこだわって、4回、5回と取
り組んでいる姿は本当にたくましく感じました。
回を重ねるごとにパワーアップし続けている育成強化合宿ではあ
りますが、まだまだ至らない点が多く、選手たちの成長をよりサポー
トできるよう、もっともっと、はっきりとした特徴のあるJPTAの合
宿にしていきます。お子様を合宿へ送り出していただき、中には遠方
まで付き添っていただきましたご父兄の皆様、ご協力していただい
たコーチングスタッフの皆様、本当にありがとうございました。サ
マーキャンプ、オータムキャンプでまた会いましょう。

（山本育史副理事長）

初日にはボール出しドリルを中心に、打つボールの配給、それに
伴ったフットワーク、コートでのポジショニングを意識して数多くの
ボールを打ちました。基本動作を身につけるうえで反復練習はとて
も大切と考えています。
２日目は４つのグループに分かれてそれぞれのコーチの視点、テー
マでトレーニングを行いました。
田村プロからは「ストロークからネットプレーへの連動、動き、考え」
山崎コーチと荒井コーチからは「サービス、リターンの基本、それ
に合わせて３球目攻撃のパターン練習」
山本ヘッドコーチからは「厳しいボール
をクロス、ストレートへの切り替えし、それ
に伴っての動き、ポジショニング、その流れ
でのポイントゲーム」
播磨トレーナーからは「柔軟、体幹のバ

2015年度　ＪＰＴＡジュニア育成・強化メンバー
育成メンバー 33名

№ 氏　　名 学年 出身地
 1 岩田のどか 中3 大阪府
 2 三井　優太 中3 静岡県
 3 八木　恵実 中3 愛知県
 4 阿多　竜也 中3 福岡県
 5 加藤　博夢 中3 静岡県
 6 森田　拓統 中3 福岡県
 7 市川　　豪 中3 千葉県
 8 古澤　優奈 中3 京都市
 9 藤浪　　巧 中3 福岡県
 10 藤原英利香 中2 愛知県
 11 佐々木菜穂 中2 北海道
 12 佐藤和歌葉 中2 山形県
 13 德安　莉菜 中2 福岡県
 14 松島　采香 中2 宮城県
 15 三又　貴文 中2 岩手県
 16 荒井　漱馬 中1 愛知県
 17 齋藤　駿太 中1 宮城県

№ 氏　　名 学年 出身地
 18 森下　皓太 中1 滋賀県
 19 辻野　伽凜 中1 東京都
 20 山口　　藍 中1 熊本県
 21 髙木　風花 中1 三重県
 22 三井　駿介 中1 静岡県
 23 林　　果音 中1 富山県
 24 河口　佳晃 中1 大阪府
 25 長沼　利沙 中1 大阪府
 26 坂口　勇太 中1 大阪府
 27 田中　佑弥 中1 大阪府
 28 小林　杏珠 中1 福岡県
 29 市川　　星 中1 滋賀県
 30 南　　成星 中1 富山県
 31 戸田　智大 中1 宮崎市
 32 村上　真優 中1 福岡県
 33 蔵田　太洋 中1 広島県

№ 氏　　名 学年 出身地 № 氏　　名 学年 出身地 № 氏　　名 学年 出身地 № 氏　　名 学年 出身地

強化メンバー 59名

 1 平山　尚暉 小6 東京都
 2 大橋麗美華 小6 神奈川県
 3 藤　ひなた 小6 福岡市
 4 武田　昂祐 小6 宮城県
 5 南　　颯汰 小6 愛知県
 6 鳥井　俊作 小6 福岡県
 7 山田　優奈 小6 愛知県
 8 高　　悠亜 小6 広島県
 9 大蔵　好珠 小6 福岡県
 10 新城　慶大 小6 兵庫県
 11 松田絵理香 小6 神奈川県
 12 関根　康太 小6 静岡県
 13 佐藤まりあ 小6 愛知県
 14 荒井　恒哉 小6 愛知県
 15 小副川莉桜 小6 千葉県
 16 大神　照太 小5 福岡県
 17 井林　奏斗 小5 富山県

 35 新城　英万 小4 沖縄県
 36 轟　　佑介 小4 東京都
 37 虫賀　心央 小4 愛知県
 38 虫賀　愛央 小4 愛知県
 39 太田　貴子 小4 東京都
 40 大佐古琉生 小4 佐賀県
 41 前田ミチル 小4 富山県
 42 瀬戸祐希奈 小4 富山県
 43 宿田凜太郎 小4 北海道
 44 森　　広樹 小4 香川県
 45 水澤　康生 小4 新潟県
 46 城　　義弥 小4 宮城県
 47 金巻　知里 小4 神奈川県
 48 布田　咲良 小3 東京都
 49 クロスリー真優 小3 東京都
 50 坂根　瑛太 小3 大阪府
 51 辻野　　空 小3 東京都

 18 高橋幸太郎 小5 愛知県
 19 長峯　大揮 小5 北海道
 20 吉岡　　秀 小5 東京都
 21 末廣　　茜 小5 大阪市
 22 福島　　晶 小5 福岡県
 23 城　　碧海 小5 宮城県
 24 矢野　遥士 小5 東京都
 25 松村　羽奈 小5 東京都
 26 坂田　葉琉 小5 和歌山県
 27 伊藤　飛翔 小5 福岡県
 28 林　　幸佑 小5 岐阜市
 29 濱田　らん 小5 大阪府
 30 眞田　将吾 小5 三重県
 31 小林　杏菜 小5 福岡県
 32 安養　侑歩 小4 富山県
 33 彌榮　優月 小4 広島県
 34 関根　大耀 小4 福岡県

 52 岩田　昊空 小3 神奈川県
 53 泉　　浩大 小3 群馬県
 54 齋藤　咲良 小3 群馬県
 55 熊谷　帆夏 小2 静岡県
 56 神山　宏正 小2 東京都
 57 鈴木　遼央 小1 静岡県
 58 永田　温人 小1 愛知県
 59 荒井　仁文 小1 愛知県
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どうぞご利用ください。

保険のこと、ご相談下さい！
私達リックスコムは、

テニススクールとお客様の安心・安全のお手伝いをしている、
公益社団法人 日本プロテニス協会の賛助企業です。

● テニス保険
● テニススクール共済制度
● JPTAカフェテリアプラン（自由選択型　団体医療保険）

保険に関するお問合せ、ご相談は…

（有）リックスコミュニケーションズ
リックス com.

〒224－0003　神奈川県横浜市都筑区中川中央1－22－15
TEL : 045－914－8001   FAX : 045－914－8011

テニスに関する
取扱の御案内
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プレイヤーのみなさま
　●氏名　　●出身地　　●所属　　●主な戦績＆ランキング

応援メッセージ
毎年、テニス界でご活躍されている方から全国大会ご参加の皆様へ
特別にメッセージをいただいています。
今年はダニエル太郎さんと上地結衣さんからいただきました。

Ja
pa

n P
rof

essional Tennis Association

上地　結衣 写真提供: エイベックス

JPTA NGT全国大会出場選手の皆さん、
出場おめでとうございます！
皆さんのこれまでの練習の成果が存分に発揮でき、また新しい
目標や課題の見つけられる大会になるように応援しています。
辛い場面や苦しい場面、皆さんの進む先にはいろいろなことが
あると思いますがテニスを好きな気持ち、楽しい！と思える瞬間を
忘れずに頑張ってください。

上地結衣（エイベックス・グループ・ホールディングス）

ダニエル　太郎 写真提供: DIADORA JAPAN

JPTA NGT全国大会出場選手の皆さん、
全国大会出場、おめでとう！
私がグランドスラムを目指して、毎日練習しているのと同じ様に、
皆さんも全国大会に出場するまで頑張って練習して来たと思い
ます。
試合で苦しい時に必ず、辛い練習を積んできた事が活きると信じて
ポジティブな気持ちで挑んで下さい。
皆さんに負けない様に、私も世界の選手たちを相手に頑張ります！

ダニエル 太郎(エイブル)

田村　伸也
新潟県上越市

ブリヂストンスポーツ株式会社
1972年　全日本学生ダブルス優勝
1977年　全日本室内シングルス準優勝
1985年　全日本室内ダブルス優勝

辻野　隆三
東京都府中市

MIRAIテニスアカデミー
全日本選手権　シングルス準優勝（２回）
1998年　全日本選手権　ダブルス優勝
全日本最高ランキング　２位

山本　育史
静岡県賀茂郡

グローブライド株式会社
全日本プロシングルス優勝（２回）
全日本選手権シングルス優勝（２回）
全日本最高ランキング　３位

茶圓　鉄也
大阪府高槻市

茶圓テニスプランニング
2006年　甲府国際オープン　シングルス準優勝
メガロス東京国際オープン　シングルス準優勝
全日本最高ランキング　8位

新井　麻葵
東京都立川市

ヨネックス
2000年　島津全日本室内テニス選手権大会
　　　　　準優勝
2004年　全日本テニス選手権大会シングルスベスト4
               ダブルス準優勝
2007年　全日本テニス選手権大会　ダブルス優勝

藤原　里華
神奈川県横浜市

北日本物産
2001年　全日本テニス選手権女子シングルス優勝
2002年　全豪オープン　ダブルスベスト8
　　　　　全仏オープン　ダブルスベスト4 
自己最高世界ランキング　13位（ダブルス）
フェドカップ戦績　シングルス4勝3敗、ダブルス12勝11敗

藤井　渉
大阪府大阪市

株式会社ゴーセン
1984年　全日本学生シングルス優勝
ユニバーシアード代表選手

祝
2015年度

第 4 回  JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT グリーンボール大会 U10
第 2 回  JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT U12・14
第18回  JPTA ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン 

Restaurants & Bar 

客室は全室に出窓を備えた
開放的なデザインとシックな
インテリアで統一しています。
広 と々した景観を眺めながら
ごゆっくりお過ごしいただけます。

Guest Rooms
個性が光るホテルならではの味をご堪能ください。

ツインルーム▶

くつろぎをひろげる220 の客室
中国料理
マンダリンコート（11F）

日本料理
七福（10F）

レストラン プラシャンテ
（喫茶・バイキング ロビーF）

バーラウンジ
（11F）

くつろぎを楽しむ。いちばん過ごしたいと思う場所。

心
や
す
ら
ぐ
時
間
を

　
　お
と
ど
け
し
ま
す
。

〒806-8585 福岡県北九州市八幡西区東曲里3-1
TEL 093-631-1111(代表)　FAX 093-631-1148

心
や
す
ら
ぐ
時
間
を

　
　お
と
ど
け
し
ま
す
。
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ブリヂストンスポーツ株式会社
1972年　全日本学生ダブルス優勝
1977年　全日本室内シングルス準優勝
1985年　全日本室内ダブルス優勝

辻野　隆三
東京都府中市

MIRAIテニスアカデミー
全日本選手権　シングルス準優勝（２回）
1998年　全日本選手権　ダブルス優勝
全日本最高ランキング　２位

山本　育史
静岡県賀茂郡

グローブライド株式会社
全日本プロシングルス優勝（２回）
全日本選手権シングルス優勝（２回）
全日本最高ランキング　３位

茶圓　鉄也
大阪府高槻市

茶圓テニスプランニング
2006年　甲府国際オープン　シングルス準優勝
メガロス東京国際オープン　シングルス準優勝
全日本最高ランキング　8位

新井　麻葵
東京都立川市

ヨネックス
2000年　島津全日本室内テニス選手権大会
　　　　　準優勝
2004年　全日本テニス選手権大会シングルスベスト4
               ダブルス準優勝
2007年　全日本テニス選手権大会　ダブルス優勝

藤原　里華
神奈川県横浜市

北日本物産
2001年　全日本テニス選手権女子シングルス優勝
2002年　全豪オープン　ダブルスベスト8
　　　　　全仏オープン　ダブルスベスト4 
自己最高世界ランキング　13位（ダブルス）
フェドカップ戦績　シングルス4勝3敗、ダブルス12勝11敗

藤井　渉
大阪府大阪市

株式会社ゴーセン
1984年　全日本学生シングルス優勝
ユニバーシアード代表選手

祝
2015年度

第 4 回  JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT グリーンボール大会 U10
第 2 回  JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT U12・14
第18回  JPTA ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン 

Restaurants & Bar 

客室は全室に出窓を備えた
開放的なデザインとシックな
インテリアで統一しています。
広 と々した景観を眺めながら
ごゆっくりお過ごしいただけます。

Guest Rooms
個性が光るホテルならではの味をご堪能ください。

ツインルーム▶

くつろぎをひろげる220 の客室
中国料理
マンダリンコート（11F）

日本料理
七福（10F）

レストラン プラシャンテ
（喫茶・バイキング ロビーF）

バーラウンジ
（11F）

くつろぎを楽しむ。いちばん過ごしたいと思う場所。

心
や
す
ら
ぐ
時
間
を

　
　お
と
ど
け
し
ま
す
。

〒806-8585 福岡県北九州市八幡西区東曲里3-1
TEL 093-631-1111(代表)　FAX 093-631-1148

心
や
す
ら
ぐ
時
間
を

　
　お
と
ど
け
し
ま
す
。
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2015年度　JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
U14・U12・グリーンボールU10　
地区大会会場　
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ofe
ssionall TTennis Assocciiaattiioonn地区大会

地区No. 会場名 開催日 担当者 郵便番号 住　　所

U10

JPTA 
ALL JAPAN JUNIOR 
TENNIS TOURNAMENT

三井　駿介
（中学校 1年）

アクトスポーツクラブ

2015年JPTA全国大会で優勝しまし
た。国内だけでなくアメリカ予選を勝ち抜
いてきた強豪選手も参加するこの大会は、
１Rから決勝まで良い緊張感と高い集中
力を持って挑戦することができ大変充実
したトーナメントになりました。この優勝を
自信に2015年はスペイン・フランス・オー
ストラリアのトーナメントにチャレンジする
ことが出来ました。これからも１つ１つの
経験を明日に繋げ夢に向って挑戦を続け
ます！ありがとうございました。

山口　藍
（中学校 1年）

RKKルーデンスTC

昨年、JPTA全国大会で優勝できた事で
とても貴重な経験をさせて頂く事ができ
ました。特にアメリカ遠征ではロバート
コーチなどのレッスンを受ける中で、テニ
スに対する意識が変わり、全日本ジュニア
ではベスト16、RSK全国選抜では準優勝
という良い成績を残すことが出来ました。
これからも日々の練習を大切にして、私を
支えてくれる人達への感謝の気持ちを忘
れずに頑張ります。JPTAの皆様、本当に
ありがとうございました。

加藤　博夢
（中学校 3年）
R-project

昨年、JPTA全国大会U14で優勝しま
した。一生懸命練習してきた事が報われた
ようで、とても嬉しかったです。また海外
遠征にも参加させていただき貴重な経験
をすることが出来ました。このような喜び、
経験をさせて下さったJPTAの皆様をは
じめ、支えてくれている全ての方に感謝い
たします。今後もより一層努力していきた
いと思います。本当にありがとうございま
した。

德安　莉菜
（中学校 2年）
ファインヒルズTC

昨年の全国大会で優勝する事ができ、海
外遠征に参加させて頂き、とても貴重な体
験をしました。海外では現地のコーチから
厳しくそして親身にご指導を受けました。
その経験を生かす事で全国大会に出場す
ることができたと思います。JPTAの皆
様、自分を応援してくださる方々に感謝し
これからもっともっとレベルアップできる
ように頑張りたいと思います。本当にあり
がとうございました。

JJaa
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ofe
ssionall TTennis Assocciiaattiioonn

U10・
U12・U14
昨年度
優勝

トーナメント  U12男子  優勝 トーナメント  U12女子  優勝

トーナメント  U14男子  優勝 トーナメント  U14女子  優勝

U12U12 U12U12

U14U14 U14U14

TENNIS TOURNAMENT JPTA
ALL JAPAN

JUNIOR TENNIS
TOURNAMENT

林　幸佑
（小学校 5年）

WiM岐阜

昨年、JPTAU10全国大会で優勝する
ことができて、とてもうれしかったです。で
もその後、ぼくは大けがをして、ずっとテニ
スができませんでした。試合にでられない
ことがくやしかったし、毎日トレーニングば
かりでつらかったです。そんな時、JPTA
の試合で優勝したことを思いだし、いつか
絶対強くなりたい気持ちでいっぱいです。
JPTAの皆様本当にありがとうございま
した。 小副川　莉桜

（小学校 6年）

INABA.T.S

JPTAの地区予選、全国大会を開いて
下さった皆様、昨年は大変お世話になりま
した。普段はできない、各地の選手達との
試合は、とても楽しかったです。そして、優
勝できたことを本当にうれしく思っていま
す。この経験をいかし、これからも努力を
続け、色々な大会での優勝を目指していき
たいです。本当にありがとうございました。
今年参加する選手の皆さんも、素敵な2日
間を過ごして下さい。

グリーンボール大会  U10男子  優勝 グリーンボール大会  U10女子  優勝U10U10 U10U10関　東 成城ATKテニススクール 8/3(月) 高橋　康雄 182-0004 東京都調布市入間町3-5-3
中国・四国 広島広域公園テニスコート(屋内ハードコート) 8/10(月)・11(火) 梶下　欣昭 731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5-2-1
東　海 花川運動公園（サマーキャンプ） 8/19(水)  JPTA事務局 433-8116 静岡県浜松市中区西丘町724
九　州 熊本県民運動公園テニスコート 8/21(金) 行森　寛朗 861-8014 熊本県熊本市東区石原2丁目9-1
東　北 山形県総合運動公園内テニスコート 9/12(土) 髙内　博之 994-0000 山形県天童市山王1-1
関　東 大磯プリンスホテル 9/21(月) 小野　峰樹 259-0193 神奈川県中郡大磯町国府本郷546

北信越 
グリーンインドアテニススクール　 10/24(土) 水澤　和正

 943-0882 新潟県上越市中田原1番地
 上越総合運動公園   943-0178 新潟県上越市戸野目古新田375
九　州 三萩野庭球場 10/24(土)・25(日)　 井上　丈士 802-0065 福岡県北九州市小倉北区三萩野3-3-2
中国・四国 鳴門総合運動公園　男子 11/14(土) 眞鍋　雄吉 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61
近　畿 Cｓ̀ラケットクラブ 11/15(日) 大竹　基史 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
中国・四国 鳴門総合運動公園　女子 11/21(土)　 眞鍋　雄吉 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61
東　海 アズールテニスアカデミー 11/22(日) 荒井　英樹 486-0816  愛知県春日井市東野新町２丁目１３-３
北海道 宮の森スポーツ倶楽部　宮の森校 11/29(日) 井澤　英基 064-0081 北海道札幌市中央区北3条西27丁目
沖　縄 東風平運動公園テニス場 12/12(土)・13(日) 喜久里　敏 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平１０４２番地の２  
関　東 MIRAI TENNIS ACADEMY 12/24(木) 田澤　明恵 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2-52-1　西友二俣川店屋上
近　畿 Cｓ̀ラケットクラブ 12/25(金) 大竹　基史 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

地区No. 会場名 開催日 担当者 郵便番号 住　　所

U12

関　東 成城ATKテニススクール 8/3(月) 高橋　康雄 182-0004 東京都調布市入間町3-5-3
中国・四国 広島広域公園テニスコート(屋内ハードコート) 8/10(月)・11(火) 梶下　欣昭 731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5-2-1
東　海 花川運動公園（サマーキャンプ） 8/19(水) JPTA事務局 433-8116 静岡県浜松市中区西丘町724
九　州 熊本県民運動公園テニスコート 8/21(金) 行森　寛朗 861-8014 熊本県熊本市東区石原2丁目9-1
関　東 大磯プリンスホテル 9/21(月) 小野　峰樹 259-0193 神奈川県中郡大磯町国府本郷546
東　北 山形県総合運動公園内テニスコート 10/3(土)・4(日) 髙内　博之 994-0000 山形県天童市山王1-1
北海道 マオイゴルフリゾート 10/4(日) 井澤　英基 069-1317 北海道長沼町東５線北１０番地
九　州 三萩野庭球場 10/24(土)・25(日) 井上　丈士 802-0065 福岡県北九州市小倉北区三萩野3-3-2

北信越
 グリーンインドアテニススクール 

10/24(土) 水澤　和正
 943-0882 新潟県上越市中田原1番地

 上越総合運動公園   943-0178  新潟県上越市戸野目古新田375
中国・四国 鳴門総合運動公園　男子 11/14(土) 眞鍋　雄吉 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61
中国・四国 鳴門総合運動公園　女子 11/21(土) 眞鍋　雄吉 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61
東　海 アズールテニスアカデミー 11/23(月) 荒井　英樹 486-0816  愛知県春日井市東野新町２丁目１３-３
近　畿 Cｓ̀ラケットクラブ 12/20(日) 大竹　基史 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
沖　縄 東風平運動公園テニス場 12/12(土)・13(日) 喜久里　敏 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平１０４２番地の２  
近　畿 Cｓ̀ラケットクラブ 12/26(土) 大竹　基史 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
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地区No. 会場名 開催日 担当者 郵便番号 住　　所

U14

関　東 成城ATKテニススクール 8/3(月) 高橋　康雄 182-0004 東京都調布市入間町3-5-3
中国・四国 広島広域公園テニスコート(屋内ハードコート) 8/10(月)・11(火) 梶下　欣昭 731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5-2-1
東　海 花川運動公園（サマーキャンプ） 8/19(水) JPTA事務局 433-8116 静岡県浜松市中区西丘町724
九　州 熊本県民運動公園テニスコート 8/21(金) 行森　寛朗 861-8014 熊本県熊本市東区石原2丁目9-1
関　東 大磯プリンスホテル 9/21(月) 小野　峰樹 259-0193 神奈川県中郡大磯町国府本郷546
北海道 マオイゴルフリゾート 10/3(土) 井澤　英基 069-1317 北海道長沼町東５線北１０番地
九　州 三萩野庭球場 10/24(土)・25(日) 井上　丈士 802-0065 福岡県北九州市小倉北区三萩野3-3-2

北信越
 グリーンインドアテニススクール 

10/24(土) 水澤　和正
 943-0882 新潟県上越市中田原1番地

 上越総合運動公園   943-0178 新潟県上越市戸野目古新田375
東　北 山形県総合運動公園内テニスコート 10/31(土)・11/1(日) 髙内　博之 994-0000 山形県天童市山王1-1
中国・四国 鳴門総合運動公園　男子 11/14(土) 眞鍋　雄吉 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61
中国・四国 鳴門総合運動公園　女子 11/21(土) 眞鍋　雄吉 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61
近　畿 Cｓ̀ラケットクラブ 11/22(日) 大竹　基史 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
東　海 アズールテニスアカデミー 11/29(日) 荒井　英樹 486-0816  愛知県春日井市東野新町２丁目１３-３
沖　縄 東風平運動公園テニス場 12/12(土)・13(日) 喜久里　敏 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平１０４２番地の２  
近　畿 Cｓ̀ラケットクラブ 12/27(日) 大竹　基史 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4

1
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2015年度　JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
U14・U12・グリーンボールU10　
地区大会会場　
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地区No. 会場名 開催日 担当者 郵便番号 住　　所

U10

JPTA 
ALL JAPAN JUNIOR 
TENNIS TOURNAMENT

三井　駿介
（中学校 1年）

アクトスポーツクラブ

2015年JPTA全国大会で優勝しまし
た。国内だけでなくアメリカ予選を勝ち抜
いてきた強豪選手も参加するこの大会は、
１Rから決勝まで良い緊張感と高い集中
力を持って挑戦することができ大変充実
したトーナメントになりました。この優勝を
自信に2015年はスペイン・フランス・オー
ストラリアのトーナメントにチャレンジする
ことが出来ました。これからも１つ１つの
経験を明日に繋げ夢に向って挑戦を続け
ます！ありがとうございました。

山口　藍
（中学校 1年）

RKKルーデンスTC

昨年、JPTA全国大会で優勝できた事で
とても貴重な経験をさせて頂く事ができ
ました。特にアメリカ遠征ではロバート
コーチなどのレッスンを受ける中で、テニ
スに対する意識が変わり、全日本ジュニア
ではベスト16、RSK全国選抜では準優勝
という良い成績を残すことが出来ました。
これからも日々の練習を大切にして、私を
支えてくれる人達への感謝の気持ちを忘
れずに頑張ります。JPTAの皆様、本当に
ありがとうございました。

加藤　博夢
（中学校 3年）
R-project

昨年、JPTA全国大会U14で優勝しま
した。一生懸命練習してきた事が報われた
ようで、とても嬉しかったです。また海外
遠征にも参加させていただき貴重な経験
をすることが出来ました。このような喜び、
経験をさせて下さったJPTAの皆様をは
じめ、支えてくれている全ての方に感謝い
たします。今後もより一層努力していきた
いと思います。本当にありがとうございま
した。

德安　莉菜
（中学校 2年）
ファインヒルズTC

昨年の全国大会で優勝する事ができ、海
外遠征に参加させて頂き、とても貴重な体
験をしました。海外では現地のコーチから
厳しくそして親身にご指導を受けました。
その経験を生かす事で全国大会に出場す
ることができたと思います。JPTAの皆
様、自分を応援してくださる方々に感謝し
これからもっともっとレベルアップできる
ように頑張りたいと思います。本当にあり
がとうございました。
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U10・
U12・U14
昨年度
優勝

トーナメント  U12男子  優勝 トーナメント  U12女子  優勝

トーナメント  U14男子  優勝 トーナメント  U14女子  優勝

U12U12 U12U12

U14U14 U14U14

TENNIS TOURNAMENT JPTA
ALL JAPAN

JUNIOR TENNIS
TOURNAMENT

林　幸佑
（小学校 5年）

WiM岐阜

昨年、JPTAU10全国大会で優勝する
ことができて、とてもうれしかったです。で
もその後、ぼくは大けがをして、ずっとテニ
スができませんでした。試合にでられない
ことがくやしかったし、毎日トレーニングば
かりでつらかったです。そんな時、JPTA
の試合で優勝したことを思いだし、いつか
絶対強くなりたい気持ちでいっぱいです。
JPTAの皆様本当にありがとうございま
した。 小副川　莉桜

（小学校 6年）

INABA.T.S

JPTAの地区予選、全国大会を開いて
下さった皆様、昨年は大変お世話になりま
した。普段はできない、各地の選手達との
試合は、とても楽しかったです。そして、優
勝できたことを本当にうれしく思っていま
す。この経験をいかし、これからも努力を
続け、色々な大会での優勝を目指していき
たいです。本当にありがとうございました。
今年参加する選手の皆さんも、素敵な2日
間を過ごして下さい。

グリーンボール大会  U10男子  優勝 グリーンボール大会  U10女子  優勝U10U10 U10U10関　東 成城ATKテニススクール 8/3(月) 高橋　康雄 182-0004 東京都調布市入間町3-5-3
中国・四国 広島広域公園テニスコート(屋内ハードコート) 8/10(月)・11(火) 梶下　欣昭 731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5-2-1
東　海 花川運動公園（サマーキャンプ） 8/19(水)  JPTA事務局 433-8116 静岡県浜松市中区西丘町724
九　州 熊本県民運動公園テニスコート 8/21(金) 行森　寛朗 861-8014 熊本県熊本市東区石原2丁目9-1
東　北 山形県総合運動公園内テニスコート 9/12(土) 髙内　博之 994-0000 山形県天童市山王1-1
関　東 大磯プリンスホテル 9/21(月) 小野　峰樹 259-0193 神奈川県中郡大磯町国府本郷546

北信越 
グリーンインドアテニススクール　 10/24(土) 水澤　和正

 943-0882 新潟県上越市中田原1番地
 上越総合運動公園   943-0178 新潟県上越市戸野目古新田375
九　州 三萩野庭球場 10/24(土)・25(日)　 井上　丈士 802-0065 福岡県北九州市小倉北区三萩野3-3-2
中国・四国 鳴門総合運動公園　男子 11/14(土) 眞鍋　雄吉 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61
近　畿 Cｓ̀ラケットクラブ 11/15(日) 大竹　基史 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
中国・四国 鳴門総合運動公園　女子 11/21(土)　 眞鍋　雄吉 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61
東　海 アズールテニスアカデミー 11/22(日) 荒井　英樹 486-0816  愛知県春日井市東野新町２丁目１３-３
北海道 宮の森スポーツ倶楽部　宮の森校 11/29(日) 井澤　英基 064-0081 北海道札幌市中央区北3条西27丁目
沖　縄 東風平運動公園テニス場 12/12(土)・13(日) 喜久里　敏 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平１０４２番地の２  
関　東 MIRAI TENNIS ACADEMY 12/24(木) 田澤　明恵 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2-52-1　西友二俣川店屋上
近　畿 Cｓ̀ラケットクラブ 12/25(金) 大竹　基史 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
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地区No. 会場名 開催日 担当者 郵便番号 住　　所

U12

関　東 成城ATKテニススクール 8/3(月) 高橋　康雄 182-0004 東京都調布市入間町3-5-3
中国・四国 広島広域公園テニスコート(屋内ハードコート) 8/10(月)・11(火) 梶下　欣昭 731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5-2-1
東　海 花川運動公園（サマーキャンプ） 8/19(水) JPTA事務局 433-8116 静岡県浜松市中区西丘町724
九　州 熊本県民運動公園テニスコート 8/21(金) 行森　寛朗 861-8014 熊本県熊本市東区石原2丁目9-1
関　東 大磯プリンスホテル 9/21(月) 小野　峰樹 259-0193 神奈川県中郡大磯町国府本郷546
東　北 山形県総合運動公園内テニスコート 10/3(土)・4(日) 髙内　博之 994-0000 山形県天童市山王1-1
北海道 マオイゴルフリゾート 10/4(日) 井澤　英基 069-1317 北海道長沼町東５線北１０番地
九　州 三萩野庭球場 10/24(土)・25(日) 井上　丈士 802-0065 福岡県北九州市小倉北区三萩野3-3-2

北信越
 グリーンインドアテニススクール 

10/24(土) 水澤　和正
 943-0882 新潟県上越市中田原1番地

 上越総合運動公園   943-0178  新潟県上越市戸野目古新田375
中国・四国 鳴門総合運動公園　男子 11/14(土) 眞鍋　雄吉 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61
中国・四国 鳴門総合運動公園　女子 11/21(土) 眞鍋　雄吉 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61
東　海 アズールテニスアカデミー 11/23(月) 荒井　英樹 486-0816  愛知県春日井市東野新町２丁目１３-３
近　畿 Cｓ̀ラケットクラブ 12/20(日) 大竹　基史 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
沖　縄 東風平運動公園テニス場 12/12(土)・13(日) 喜久里　敏 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平１０４２番地の２  
近　畿 Cｓ̀ラケットクラブ 12/26(土) 大竹　基史 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
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地区No. 会場名 開催日 担当者 郵便番号 住　　所

U14

関　東 成城ATKテニススクール 8/3(月) 高橋　康雄 182-0004 東京都調布市入間町3-5-3
中国・四国 広島広域公園テニスコート(屋内ハードコート) 8/10(月)・11(火) 梶下　欣昭 731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5-2-1
東　海 花川運動公園（サマーキャンプ） 8/19(水) JPTA事務局 433-8116 静岡県浜松市中区西丘町724
九　州 熊本県民運動公園テニスコート 8/21(金) 行森　寛朗 861-8014 熊本県熊本市東区石原2丁目9-1
関　東 大磯プリンスホテル 9/21(月) 小野　峰樹 259-0193 神奈川県中郡大磯町国府本郷546
北海道 マオイゴルフリゾート 10/3(土) 井澤　英基 069-1317 北海道長沼町東５線北１０番地
九　州 三萩野庭球場 10/24(土)・25(日) 井上　丈士 802-0065 福岡県北九州市小倉北区三萩野3-3-2

北信越
 グリーンインドアテニススクール 

10/24(土) 水澤　和正
 943-0882 新潟県上越市中田原1番地

 上越総合運動公園   943-0178 新潟県上越市戸野目古新田375
東　北 山形県総合運動公園内テニスコート 10/31(土)・11/1(日) 髙内　博之 994-0000 山形県天童市山王1-1
中国・四国 鳴門総合運動公園　男子 11/14(土) 眞鍋　雄吉 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61
中国・四国 鳴門総合運動公園　女子 11/21(土) 眞鍋　雄吉 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61
近　畿 Cｓ̀ラケットクラブ 11/22(日) 大竹　基史 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
東　海 アズールテニスアカデミー 11/29(日) 荒井　英樹 486-0816  愛知県春日井市東野新町２丁目１３-３
沖　縄 東風平運動公園テニス場 12/12(土)・13(日) 喜久里　敏 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平１０４２番地の２  
近　畿 Cｓ̀ラケットクラブ 12/27(日) 大竹　基史 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
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日　　程　

場　　所　

参加者数　

スタッフ

ロサンゼルス遠征報告

目的 海外のジュニア選手達と試合を行い、また海外で生活をすることにより、
多くの経験と親交を深め、これからの自分のテニスに役立てる事

遠征中の主なアクティビティ

1. ウエストエンドラケットクラブにて練習・対抗戦
　 （ステファニー・ランスドープさん）
2. ロバート・ランスドープ氏によるレッスン
3. ジャククレーマーテニスクラブにて練習
4. デニス・リザ氏によるレッスン
5. 平沢副事業部長のテニスクラブにて練習
6. マンハッタンビーチ・近隣公園でのトレーニング、
 　ランニング
7. アメリカの文化に慣れる

日　　程　

場　　所　

参加者数　

参加スタッフ

ジュニアオレンジボウル遠征報告

目的

海外遠征報告2015
年度

2015年12月5日（土）～26日（土）

アメリカ　フロリダ州　タンパ・マイアミ

ジュニア育成委員会　副委員長　藤沼敏則

現地スタッフ：河野良武・井上真美・Antonio Buge

in Miami

海外遠征報告海外遠征報告

海外のジュニア選手達と試合を行い、また海外で生活をすることにより、

in Los Angeles

遠征中の主なアクティビティ

１． SaddleBrook Tennis Hopman Program に参加
２． Junior Orange Bowl 参戦
３． Casely International Championship 参戦
４． Shula’ s Tennis Academy にて対抗戦

2015年6月8日（月）～6月23日（火）

アメリカ　カリフォルニア州　トーランス市

12名

ジュニア育成委員会　副委員長　藤沼敏則
育成普及副事業部長　平沢 潤
現地スタッフ：河野 良武

P18_20-21

2015
地区
　大会

2015
地区
　大会

2015地区大会2015地区大会

Let's
    tennis

Enjoy
         

SaddleBrook Tennis Hopman Program に参加。ジュニアオレンジボ
ウル（U12・U14）の世界大会とアメリカの大会（Casely International 
Championship)に参戦し、色々な国々のジュニア達と試合を経験するこ
とにより、自己を磨き、テニス技術・戦術を身に付ける。また、海外の文化
や生活に触れ、コミュニケーション力を身に付け、海外のジュニア選手た
ちと交流し、日本以外でテニス仲間を作る。

6. マンハッタンビーチ・近隣公園でのトレーニング、

誌面の都合上、全て掲載出来ておりません。何卒ご了承ください。20
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Japan Professional Tennis Association New Generation Tennis
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３位決定戦

シード選手

1

2～3

2～3

4

１０才以下　男子の部

1 服部 伶矢 ハロースポーツTS

2 大桐 壮央 ルーセントＴＣ豊中

4 磯打 航 C's RACQUET CLUB

5 山本 慎之介 スフィーダTC

6 高妻 蘭丸 ライジングサンＨＪＣ

7 佐藤 颯基 泉パークタウンTC

8 間野 由大 チェリーTC

9 宿田 凛太郎 Line's Collect. ＴＴ

10 石井 凌馬 Team　YUKA

11 上野 温洋 赤城ｱｶﾃﾞﾐｰさくら野火止

12 坂根 瑛太 MTS大阪校ｶﾗﾊﾞｯｼｭｼﾞｭﾆｶｱｶﾃﾞﾐｰ

13 内堀 慶都 松戸TC

14 渡邉 陽太 ＤＩＶＯ

15 仲間 望 ロイヤル　TE

16 三浦 怜央 Ｍｏｒｅ-ｔｅｎｎｉｓ

17 松永 朔太郎 アサヒ緑健久山ＴＣ

18 中島 聖七 ラスタットテニスクラブ

19 鈴木 大和 釧路ひぶなTC

20 我謝 慎 Gen　TS

21 小崎 敬太 福岡パシフィック

22 福島 玄輝 テニスネットかごしま

23 渡邊 脩真 ラスタットテニスクラブ

24 山本 拓 K‐Powersﾏｰﾄﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

25 武藤 守生 福岡パシフィック

26 小林 生波 line's collect ＴＴ

27 小谷 和生 ＵＦＯ

28 片山 隆太 チェリーＴＣ

29 齋藤 葵平 新潟ジャンボＩＴＳ

30 水野 惺矢 WiM岐阜

坂本
33 坂本 日色

31 水澤 康生

武藤

服部

上越グリーンＩＴＳ

ウエストヒルズＪＴ

遥人 宮の森ｽﾎﾟｰﾂ倶楽部
石井

第4回 ＪＰＴＡ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ ＪＵＮＩＯＲ ＴＥＮＮＩＳ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ
2016/2/19～20

宇城庭球塾

32 小柳
凌馬

3 高崎

日色
守生

伶矢

昊大

３位決定戦

シード選手

1

2～5

2～5

2～5

2～5

第4回 ＪＰＴＡ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ ＪＵＮＩＯＲ ＴＥＮＮＩＳ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ
１0才以下　女子の部 2016/2/19～20

1 大蔵 好花 北九州ウエスト

2 ＢＹＥ

3 川出 晶葉 鈴鹿TA

4 坂本 来瞳 クラージTS

5 桑田 千愛 江坂テニスセンター

6 ＢＹＥ

7 ＢＹＥ

8 彌榮 優月 NＢテニスガーデン

9 田中 伶奈 山口テニスアカデミー

10 ＢＹＥ

11 名倉 果甫 アズールＴＡ

12 横濱 百花 ライジング

13 友枝 夢 油山ＴＣ

14 千葉 瑠子 Ｒ-ｐｒｏｊｅｃｔ

15 ＢＹＥ

16 新城 英万 STS　Jr

17 上野 梨咲 山口サングリーンTC

18 ＢＹＥ

19 石澤 萌々子 ＩＴＳベルズ

20 瀬戸 祐希奈 大林TS

21 井上 佳苗 やすいそ庭球部

22 金巻 千里 葉山テニスクラブ

23 ＢＹＥ

24 安養 侑歩 エアーズ

25 浅野 美羽 宮の森ｽﾎﾟｰﾂ倶楽部

26 ＢＹＥ

27 北原 結乃 Team Yuka

28 福島 菜未 テニスネットかごしま

29 溝渕 早百合 GURIM

大蔵

32 前田

安養 侑歩

30 二宮 茉子 佐鳴台ローンＴＣ

31 ＢＹＥ

好花

新城

ミチル エアーズ
田中 伶奈
前田

英万

ミチル

2015年度　JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
男子

2015年度　JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
女子　

2016/2/19~20 2016/2/19~20

U10 U10

every TC
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グリーン
ボール

３位決定戦

シード選手

1

2～3

2～3

4

１０才以下　男子の部

1 服部 伶矢 ハロースポーツTS

2 大桐 壮央 ルーセントＴＣ豊中

4 磯打 航 C's RACQUET CLUB

5 山本 慎之介 スフィーダTC

6 高妻 蘭丸 ライジングサンＨＪＣ

7 佐藤 颯基 泉パークタウンTC

8 間野 由大 チェリーTC

9 宿田 凛太郎 Line's Collect. ＴＴ

10 石井 凌馬 Team　YUKA

11 上野 温洋 赤城ｱｶﾃﾞﾐｰさくら野火止

12 坂根 瑛太 MTS大阪校ｶﾗﾊﾞｯｼｭｼﾞｭﾆｶｱｶﾃﾞﾐｰ

13 内堀 慶都 松戸TC

14 渡邉 陽太 ＤＩＶＯ

15 仲間 望 ロイヤル　TE

16 三浦 怜央 Ｍｏｒｅ-ｔｅｎｎｉｓ

17 松永 朔太郎 アサヒ緑健久山ＴＣ

18 中島 聖七 ラスタットテニスクラブ

19 鈴木 大和 釧路ひぶなTC

20 我謝 慎 Gen　TS

21 小崎 敬太 福岡パシフィック

22 福島 玄輝 テニスネットかごしま

23 渡邊 脩真 ラスタットテニスクラブ

24 山本 拓 K‐Powersﾏｰﾄﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

25 武藤 守生 福岡パシフィック

26 小林 生波 line's collect ＴＴ

27 小谷 和生 ＵＦＯ

28 片山 隆太 チェリーＴＣ

29 齋藤 葵平 新潟ジャンボＩＴＳ

30 水野 惺矢 WiM岐阜

坂本
33 坂本 日色

31 水澤 康生

武藤

服部

上越グリーンＩＴＳ

ウエストヒルズＪＴ

遥人 宮の森ｽﾎﾟｰﾂ倶楽部
石井

第4回 ＪＰＴＡ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ ＪＵＮＩＯＲ ＴＥＮＮＩＳ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ
2016/2/19～20

宇城庭球塾

32 小柳
凌馬

3 高崎

日色
守生

伶矢

昊大

３位決定戦

シード選手

1

2～5

2～5

2～5

2～5

第4回 ＪＰＴＡ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ ＪＵＮＩＯＲ ＴＥＮＮＩＳ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ
１0才以下　女子の部 2016/2/19～20

1 大蔵 好花 北九州ウエスト

2 ＢＹＥ

3 川出 晶葉 鈴鹿TA

4 坂本 来瞳 クラージTS

5 桑田 千愛 江坂テニスセンター

6 ＢＹＥ

7 ＢＹＥ

8 彌榮 優月 NＢテニスガーデン

9 田中 伶奈 山口テニスアカデミー

10 ＢＹＥ

11 名倉 果甫 アズールＴＡ

12 横濱 百花 ライジング

13 友枝 夢 油山ＴＣ

14 千葉 瑠子 Ｒ-ｐｒｏｊｅｃｔ

15 ＢＹＥ

16 新城 英万 STS　Jr

17 上野 梨咲 山口サングリーンTC

18 ＢＹＥ

19 石澤 萌々子 ＩＴＳベルズ

20 瀬戸 祐希奈 大林TS

21 井上 佳苗 やすいそ庭球部

22 金巻 千里 葉山テニスクラブ

23 ＢＹＥ

24 安養 侑歩 エアーズ

25 浅野 美羽 宮の森ｽﾎﾟｰﾂ倶楽部

26 ＢＹＥ

27 北原 結乃 Team Yuka

28 福島 菜未 テニスネットかごしま

29 溝渕 早百合 GURIM

大蔵

32 前田

安養 侑歩

30 二宮 茉子 佐鳴台ローンＴＣ

31 ＢＹＥ

好花

新城

ミチル エアーズ
田中 伶奈
前田

英万

ミチル

2015年度　JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
男子

2015年度　JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
女子　

2016/2/19~20 2016/2/19~20

U10 U10

every TC
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2015年度　JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
男子

JJaa
ppaa
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2015年度　JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
女子　

JJaa
ppaa

nn PPr

ofe
ssionall TTennis AssocciiaattiioonnU12

３位決定戦

シード選手

1

2

3

4

5～8

5～8

5～8

5～8

第2回 ＪＰＴＡ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ ＪＵＮＩＯＲ ＴＥＮＮＩＳ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ
１２才以下　男子の部 2016/2/19～20

1 磯村 志 やすいそ庭球部

2 山本 寛大 スフィーダTC

3 長峯 大揮 ライジング

4 坂口 康太 テニスガーデン高槻

5 長内 大也 Ｒ-ｐｒｏｊｅｃｔ

6 水越 太一 Ｙ’Ｓ　Ｊｒ

7 玉城 勇稀 チャレンジ

8 蔵田 太洋 アキラインドアＴＳ

9 佐藤 駿弥 泉パークタウンTC

10 古堅 琉邦人 チャレンジ

11 福本 直弥 トップラン

12 阿部 倫大 泉パークタウンTC

13 副田 太樹 テニスＤＩＶＯ

14 髙 悠亜 ＵＰ.Ｓｅｔ

15 岡部 悠希 たちかわJTA

16 堤 隆貴 三重グリーンTC

17 南 颯汰 西尾ローンＴＣ

18 中本 悠水 やすいそ庭球部

19 木野 陽生 チェリーTC

20 伊藤 時空 筑紫野ＬＴＣ

21 山崎 航世 Tension

22 三和 遥人 江坂テニスセンター

23 角 陽太 グリーンベアーズ

24 大野 琢実 ドリームＴＳ

25 大島 望 屋島テニスクラブ

26 人見 快 Kﾃﾆｽｽｸｰﾙ

27 竹井 海 ブリヂストンSA久留米

チェリーＴＣ
磯村

28 森下 桐衣 パブリックテニス宝ヶ池

田中 佑

30 堤野 竜司 海の中道Ｍ＆Ｔ

29 早瀬 伊織

32 田中 佑 ＧＥＴＴ

31 奥村 龍太郎 STEP
太洋

駿弥

蔵田

佐藤

志

颯汰

大野 琢実

南

大島 望

堤 隆貴

３位決定戦

シード選手

1

2

3

4

5

6～8

6～8

6～8

第2回 ＪＰＴＡ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ ＪＵＮＩＯＲ ＴＥＮＮＩＳ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ
１２才以下　女子の部 2016/2/19～20

1 中川原 凜 グローバルアリーナ

2 ＢＹＥ

3 政井 理実 マリンブルーＴＳ

4 古川 真琴 サウサリート

5 森川 亜咲 チェリーＴＣ

6 石坂 菜月 上越グリーンＩＴＳ

7 廣渡 澪 Gen　TS

8 稲葉 梨莉 アクトスポーツクラブ

9 大坪 花 ファインヒルズTC

10 ＢＹＥ

11 足立 莉子 チームウェルネス

12 藤 ひなた 海の中道Ｍ＆Ｔ

13 寺島 麻 ＳＦＣ

14 渡邉 菜央 マリンブルーＴＳ

15 雪谷 寧々 ウイニングショット

16 森村 碧 湯山泰次ＴＳ

17 城　 碧海 ウイニングショット

18 堀江 菜実 ドリームＴＳ

19 林 優羅 スウィング８９

20 和田 夏帆 Tension

21 小林 杏菜 海の中道M＆T

22 金城 あかり ピン・ハブ

23 ＢＹＥ

24 石川 こころ 石川ＴＳ

25  同前 華伶来 チェリーＴＣ

26 松山 紗奈 新潟ジャンボＩＴＳ

27 上野 京香 山口サングリーン

28 山下 美月 タック桃山

29 長谷川 晴佳 テニスＤＩＶＯ
中川原 凜
野口 和佳奈

30 辻野 美月 テニスエナジー
大坪
石川 こころ

31 ＢＹＥ
森村

32 野口 和佳奈 グローバルアリーナ
城 碧海

同前 華伶来

碧
稲葉 梨莉

花

2016/2/19~20 2016/2/19~20
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男子
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2015年度　JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
女子　

JJaa
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３位決定戦

シード選手

1

2

3

4

5～8

5～8

5～8

5～8

第2回 ＪＰＴＡ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ ＪＵＮＩＯＲ ＴＥＮＮＩＳ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ
１２才以下　男子の部 2016/2/19～20

1 磯村 志 やすいそ庭球部

2 山本 寛大 スフィーダTC

3 長峯 大揮 ライジング

4 坂口 康太 テニスガーデン高槻

5 長内 大也 Ｒ-ｐｒｏｊｅｃｔ

6 水越 太一 Ｙ’Ｓ　Ｊｒ

7 玉城 勇稀 チャレンジ

8 蔵田 太洋 アキラインドアＴＳ

9 佐藤 駿弥 泉パークタウンTC

10 古堅 琉邦人 チャレンジ

11 福本 直弥 トップラン

12 阿部 倫大 泉パークタウンTC

13 副田 太樹 テニスＤＩＶＯ

14 髙 悠亜 ＵＰ.Ｓｅｔ

15 岡部 悠希 たちかわJTA

16 堤 隆貴 三重グリーンTC

17 南 颯汰 西尾ローンＴＣ

18 中本 悠水 やすいそ庭球部

19 木野 陽生 チェリーTC

20 伊藤 時空 筑紫野ＬＴＣ

21 山崎 航世 Tension

22 三和 遥人 江坂テニスセンター

23 角 陽太 グリーンベアーズ

24 大野 琢実 ドリームＴＳ

25 大島 望 屋島テニスクラブ

26 人見 快 Kﾃﾆｽｽｸｰﾙ

27 竹井 海 ブリヂストンSA久留米

チェリーＴＣ
磯村

28 森下 桐衣 パブリックテニス宝ヶ池

田中 佑

30 堤野 竜司 海の中道Ｍ＆Ｔ

29 早瀬 伊織

32 田中 佑 ＧＥＴＴ

31 奥村 龍太郎 STEP
太洋

駿弥

蔵田

佐藤

志

颯汰

大野 琢実

南

大島 望

堤 隆貴

３位決定戦

シード選手

1

2

3

4

5

6～8

6～8

6～8

第2回 ＪＰＴＡ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ ＪＵＮＩＯＲ ＴＥＮＮＩＳ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ
１２才以下　女子の部 2016/2/19～20

1 中川原 凜 グローバルアリーナ

2 ＢＹＥ

3 政井 理実 マリンブルーＴＳ

4 古川 真琴 サウサリート

5 森川 亜咲 チェリーＴＣ

6 石坂 菜月 上越グリーンＩＴＳ

7 廣渡 澪 Gen　TS

8 稲葉 梨莉 アクトスポーツクラブ

9 大坪 花 ファインヒルズTC

10 ＢＹＥ

11 足立 莉子 チームウェルネス

12 藤 ひなた 海の中道Ｍ＆Ｔ

13 寺島 麻 ＳＦＣ

14 渡邉 菜央 マリンブルーＴＳ

15 雪谷 寧々 ウイニングショット

16 森村 碧 湯山泰次ＴＳ

17 城　 碧海 ウイニングショット

18 堀江 菜実 ドリームＴＳ

19 林 優羅 スウィング８９

20 和田 夏帆 Tension

21 小林 杏菜 海の中道M＆T

22 金城 あかり ピン・ハブ

23 ＢＹＥ

24 石川 こころ 石川ＴＳ

25  同前 華伶来 チェリーＴＣ

26 松山 紗奈 新潟ジャンボＩＴＳ

27 上野 京香 山口サングリーン

28 山下 美月 タック桃山

29 長谷川 晴佳 テニスＤＩＶＯ
中川原 凜
野口 和佳奈

30 辻野 美月 テニスエナジー
大坪
石川 こころ

31 ＢＹＥ
森村

32 野口 和佳奈 グローバルアリーナ
城 碧海

同前 華伶来

碧
稲葉 梨莉

花

2016/2/19~20 2016/2/19~20
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３位決定戦

シード選手

1

2

3

4

5

6

7

8

ＢＹＥ

皆川 将也

第2回 ＪＰＴＡ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ ＪＵＮＩＯＲ ＴＥＮＮＩＳ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ

4

5

延岡ロイヤルＴＣ

健登 ニューウィンブルドンTC

福岡パシフィック

8

9

6

基唯斗

ロイヤル　TE

7

基唯斗

森田

12

三条ファミリーＴＣ

ARROWS.T.S

22

21

仲間 舜

20

ドリームＴＳ

柊依 森林ロングウッド

皓太

凌矢

19

17 末田 悠

古橋

齋藤

森下

ファインヒルズＴＣ

オレンジフィ－ルド

11 武田

河村

18 駿太

ＳＦＣ

ウイニングショット

16

13

15

14

石嶺

10

坂口 勇太

鈴木

森

川口

稲田

諒大

ＢＹＥ

楠クラブ

齋藤

金田

皆川

錬

大澤

北九州ウエスト

テニスガーデン高槻

蒼平

伊蕗

葉山ＴＣ3

1

2016/2/19～20

成

昂祐

１４才以下　男子の部

伊賀TA

将也

長岡

康太郎

JIN　Jr海斗

ウイニングショット

駿也

29

30

31

32

23

24

25

26

27

28

ＢＹＥ

野田 成佑 大分Ｊｒ

中西 恭平 北九州ウエスト

平レオン オリリアス 京王赤城アカデミー

金田

清水 渉平 三条ファミリーＴＣ

桑原 大陽 Gen　TS

設楽 壱慶 イラコＴＣ山形

片山 豪太 チェリーTC
諒大

中西 恭平
稲田 幸一郎 志免町ＴＡ

末田 悠
森

青木 響真
稲田 幸一郎
野田 成佑

2 ＢＹＥ

響真 北九州ウエスト青木 ３位決定戦

シード選手

1

2

3

4～6

4～6

4～6

第2回 ＪＰＴＡ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ ＪＵＮＩＯＲ ＴＥＮＮＩＳ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ
１４才以下　女子の部 2016/2/19～20

1 山口 藍 ＲＫＫルーデンス

2 ＢＹＥ

3 渡部 結衣 マリンブルーＴＳ

4 藤永 笑子 長崎ゼロックス

5 山本 未来 福岡パシフィック

6 ＢＹＥ

7 ＢＹＥ

8 奥山 えりか ＢＴＡ

9 丸古 陽女 やすいそ庭球部

10 ＢＹＥ

11 石川 さくら Scratch　Jr

12 小林 杏珠 海の中道　M＆T

13 三宅 渚 ＴＥＡＭ ＫＯＭＡＤＡ

14 ＢＹＥ

15 ＢＹＥ

16 鈴木 桃子 ウイニングショット

17 三本 茉美 さくらＴＣ

18 ＢＹＥ

19 ＢＹＥ

20 佐藤 和歌葉 イラコＴＣ山形

21 松本 祐華 テニスサポート梅塾

22 福嶋 優美香 テニスプラザ尼崎

23 ＢＹＥ

24 友永 梨音 みなみ坂ＴＳ

25 奥村 志歩美 四ノ宮テニスクラブ

26 ＢＹＥ

27 ＢＹＥ

市川 星 ARROWS.T.S

山口

28 大江 友里菜 刈谷テニスパーク

藍
喜田 若菜

30 新城 未亜 琉大付属中学校

29

鈴木 桃子
31 ＢＹＥ

友永

32 喜田 若菜 屋島テニスクラブ
丸古 陽女
三本 茉美

梨音

2016/2/19~20 2016/2/19~20

2015年度　JPTA ALL JAPAN
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３位決定戦

シード選手

1

2

3

4

5

6

7

8

ＢＹＥ

皆川 将也

第2回 ＪＰＴＡ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ ＪＵＮＩＯＲ ＴＥＮＮＩＳ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ

4

5

延岡ロイヤルＴＣ

健登 ニューウィンブルドンTC

福岡パシフィック

8

9

6

基唯斗

ロイヤル　TE

7

基唯斗

森田

12

三条ファミリーＴＣ

ARROWS.T.S

22

21

仲間 舜

20

ドリームＴＳ

柊依 森林ロングウッド

皓太

凌矢

19

17 末田 悠

古橋

齋藤

森下

ファインヒルズＴＣ

オレンジフィ－ルド

11 武田

河村

18 駿太

ＳＦＣ

ウイニングショット

16

13

15

14

石嶺

10

坂口 勇太

鈴木

森

川口

稲田

諒大

ＢＹＥ

楠クラブ

齋藤

金田

皆川

錬

大澤

北九州ウエスト

テニスガーデン高槻

蒼平

伊蕗

葉山ＴＣ3

1

2016/2/19～20

成

昂祐

１４才以下　男子の部

伊賀TA

将也

長岡

康太郎

JIN　Jr海斗

ウイニングショット

駿也

29

30

31

32

23

24

25

26

27

28

ＢＹＥ

野田 成佑 大分Ｊｒ

中西 恭平 北九州ウエスト

平レオン オリリアス 京王赤城アカデミー

金田

清水 渉平 三条ファミリーＴＣ

桑原 大陽 Gen　TS

設楽 壱慶 イラコＴＣ山形

片山 豪太 チェリーTC
諒大

中西 恭平
稲田 幸一郎 志免町ＴＡ

末田 悠
森

青木 響真
稲田 幸一郎
野田 成佑

2 ＢＹＥ

響真 北九州ウエスト青木 ３位決定戦

シード選手

1

2

3

4～6

4～6

4～6

第2回 ＪＰＴＡ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ ＪＵＮＩＯＲ ＴＥＮＮＩＳ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ
１４才以下　女子の部 2016/2/19～20

1 山口 藍 ＲＫＫルーデンス

2 ＢＹＥ

3 渡部 結衣 マリンブルーＴＳ

4 藤永 笑子 長崎ゼロックス

5 山本 未来 福岡パシフィック

6 ＢＹＥ

7 ＢＹＥ

8 奥山 えりか ＢＴＡ

9 丸古 陽女 やすいそ庭球部

10 ＢＹＥ

11 石川 さくら Scratch　Jr

12 小林 杏珠 海の中道　M＆T

13 三宅 渚 ＴＥＡＭ ＫＯＭＡＤＡ

14 ＢＹＥ

15 ＢＹＥ

16 鈴木 桃子 ウイニングショット

17 三本 茉美 さくらＴＣ

18 ＢＹＥ

19 ＢＹＥ

20 佐藤 和歌葉 イラコＴＣ山形

21 松本 祐華 テニスサポート梅塾

22 福嶋 優美香 テニスプラザ尼崎

23 ＢＹＥ

24 友永 梨音 みなみ坂ＴＳ

25 奥村 志歩美 四ノ宮テニスクラブ

26 ＢＹＥ

27 ＢＹＥ

市川 星 ARROWS.T.S

山口

28 大江 友里菜 刈谷テニスパーク

藍
喜田 若菜

30 新城 未亜 琉大付属中学校

29

鈴木 桃子
31 ＢＹＥ

友永

32 喜田 若菜 屋島テニスクラブ
丸古 陽女
三本 茉美

梨音

2016/2/19~20 2016/2/19~20

2015年度　JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
男子

2015年度　JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
女子　
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■ 名　　　称

■ 主　　　催
■ 共　　　催
■ 後　　　援

■ 協　　　賛

■ 取 材 協 力
■ 協 　 　 力
■ 運　　　営
■ 日　　　程
■ 会　　　場
■ 部　　　門

■ 参加者総数

第4回 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT グリーンボール大会Ｕ10
第2回 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT　Ｕ12＆Ｕ14
第１8回　ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン
公益社団法人日本プロテニス協会
北九州市　北九州市教育委員会
文部科学省　公益財団法人西日本産業貿易コンベンション協会　株式会社読売新聞西部本社　
株式会社福岡放送
大塚製薬株式会社　日本生命保険相互会社　全日本空輸株式会社　久光製薬株式会社
ヨネックス株式会社　ブリヂストンスポーツ株式会社　株式会社ゴーセン 他
スマッシュ、テニスマガジン、テニスクラシック、テニス365
日本女子テニス連盟　福岡県支部
公益社団法人日本プロテニス協会　ジュニア育成委員会
平成28年2月19日（金）・20日（土）・21日（日）
北九州市穴生ドーム　三萩野庭球場　桃園庭球場　
スカウトキャラバン　低学年の部（年長・小学1年～3年）91名　高学年の部（小学４年～６年）79名
グリーンボール　Ｕ10　56名　　トーナメント　Ｕ12　58名　　Ｕ14　48名　　　
332名　

全国大会
開催要項
全国大会
開催要項

大会役員大会役員

2015年度 JPTA公認企業

JPTA推薦企業 大塚ターフテック株式会社

■ 大 会 会 長
■ 大 会 副 会 長
■ 大 会 顧 問
■ 大 会 委 員 長
■ 大会副委員長
■ 大会統括委員長
■ 大会実行委員長
■ 実行副委員長
■ 審 査 委 員 長
■ 特 別 審 査 員

■ 実 行 委 員

■ 安 全 管 理
■ ト レ ー ナ ー
■ カ メ ラ マ ン

渡辺　　功
石黒　　修
渡辺　　力　　内田　龍之　　小野修七郎
富岡　信也
平田　竹夫　　山本　育史
藤沼　敏則
藤井　　渉
荒井　英樹　　太田　耕造　　平沢　　潤
田村　伸也
田村　伸也　　藤井　　渉　　辻野　隆三
山本　育史　　茶圓　鉄也　　藤原　里華
新井　麻葵
石津　　吏　　井上　丈士　　盛永　英明
三井　勝彦　　髙内　博之　　境　　敬行
川畑　智浩　　萩森　裕紀　　江頭　　昴
山時　美央　　向山　　潔　　森　　菜穂
神山　祐紀
向山　　潔
菊原耕一郎
中島　正和　　山田　忠英　　采原　靖弘

スカウトキャラバン
■ 大 会 会 長
■ 大会副会長
■ 大 会 顧 問
■ 大会委員長
■ 大会副委員長
■ ディレクター
■ レフェリー

■ アシスタント
 　レフェリー

■ 安 全 管 理

富岡　信也
山本　育史
小野修七郎
藤沼　敏則
田村　伸也
藤井　　渉
荒井　英樹
平沢　　潤
井上　丈士
石津　　吏
髙内　博之
江頭　　昂
山時　美央
太田　耕造

トーナメント

品　　名 商  品  名 社　　　名

ウエア
ボール

ストリングス

ヨネックス
ブリヂストン
ゴーセン

ヨネックス株式会社
ブリヂストンスポーツ株式会社

株式会社ゴーセン

JPTA推薦ブランド Doron

JPTA賛助会員 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
株式会社ダンロップスポーツマーケティング
東京ウエルネス株式会社
有限会社リックスコミュニケーションズ
株式会社ゴールドウイン

株式会社ナイキジャパン
ミズノ株式会社
スポーツサーフェス株式会社
株式会社テニック
TAG　GROUP

JPTAジュニア基金
ご寄付の皆様

髙木　弘枝様
株式会社ドルチェデュオ　　今井　裕貴様
株式会社アペックスハート　今井　亜矢子様
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