
ニュージェネレーションテニス 
石黒杯

ニュージェネレーションテニス 
石黒杯

第20回ニュージェネレーション_cc.indd   2第20回ニュージェネレーション_cc.indd   2 2018/02/02   17:142018/02/02   17:14



第20回ニュージェネレーション_cc.indd   3第20回ニュージェネレーション_cc.indd   3 2018/02/02   17:142018/02/02   17:14



1

Japan Professional Tennis Association New Generation Tennis

2017 年度ニュージェネレーションテニス石黒杯ご挨拶

ニュージェネレーション石黒杯（総称）が、本市において盛大に開催され
ますことをお喜び申し上げますとともに、全国各地からお越しの選手、関係の
皆様を心から歓迎いたします。
また、開催に当たり多大なご尽力をいただきまし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申し上げます。
本大会は、各地区大会で優秀な成績を収めたジュニア選手が一堂に集い、
優勝を目指して競うものです。このような大会が開催されることは、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、
トップレベルの技術を間近で見る貴重な機会となります。
現在、我が国では、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の
開催を控え、スポーツへの関心が高まっています。また、錦織圭選手をはじめ
とした、日本人プレーヤーの国際舞台での活躍により、テニスの人気も高まって
います。
本大会の参加選手の中からも、世界へ羽ばたき、活躍する選手が生まれる
ことを期待しています。
選手の皆さんは、日頃の練習の成果を存分に発揮していただき、一球一球に
集中し試合に臨んでください。
本市は、世界文化遺産に登録された官営八幡製鐵所関連施設や、日本
遺産に「関門“ノスタルジック”海峡」として認定された門司港レトロ地区
など、多くの観光地があります。また、豊富な海の幸・山の幸など食の魅力に
あふれた街でもあります。
大会終了後は、お互いの健闘を称え合い、親睦を深めていただくとともに、
本市の魅力にも是非触れていただければと思います。
結びに、本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。

北九州市長

北橋　健治

北九州市長

北橋　健治
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Japan Professional Tennis Association

2017 年度ニュージェネレーションテニス石黒杯ご挨拶

2017年度ニュージェネレーションテニス石黒杯ご出場の皆様、ご出場
おめでとうございます。
JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT地区大会に
おいては1687名、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
地区選考会においては763名が参加し、その中から選ばれ、また勝ち抜いた
選手であることに、誇りを持ってください。
また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は、第20回目
となり、歴史ある大会となりますことを大変感慨深く感じております。
歴代の最優秀選手や優勝選手を拝見すると有名選手となられた方も多く、
この大会の存在意義を改めて感じました。

私の祖父は東京商大でボートの選手、父はオールジャパンのメンバーにも
なった早大のラガー、母はオリンピック候補だったスイマーでした。スポーツ
一家であった山東家に育った私は、全てのスポーツ愛好家でもあります。
2020年オリンピック・パラリンピックを前にあらゆる年代の男女が一生涯
楽しめるテニスがもっと愛され弊協会の活動が広く社会に貢献出来る様、
応援していきたいと思います。また、皆さんが全力でこの大会にチャレンジし、
近い将来日本テニス界をリードするプレイヤーとなることを心から望みます。

公益社団法人 日本プロテニス協会
会長

山東　昭子

プロフィール

略　歴
作曲家 團伊玖磨氏の推薦により11歳で芸能界入り。女優・司会者として映画・テレビ・ラジオで活躍・テレビ番組「クイズ・
タイムショック」では5週連続勝ち抜き「クイズの女王」の異名をとる。1974年、参議院選挙（全国区）に当時32歳の
最年少で初当選。福祉・教育・科学技術・環境・観光・住宅対策をはじめ幅広い政策課題に取り組み、議員立法「食育
基本法」を制定するなど国民の健康づくりにも長年注力してきた。
1990年にはわが国6人目の女性大臣として国務大臣 科学技術庁長官に就任。また、自由民主党両院議員総会長・党紀
委員長、参議院内閣委員長・外務委員長・環境特別委員長などを歴任する。2007年から3年間、女性初の参議院副議長と
して、いわゆる「ねじれ国会」の健全な運営に力を注ぐ。2013年には参議院史上最多の７回目の当選を果たし、参議院を
代表するベテラン議員として精力的に活動中。
2015年より女性初の派閥会長として番町政策研究所会長に就任。
2017年「為公会」との合併により志公会会長代行に就任。

主な役職
自民党党紀委員長
自民党食育調査会　会長
栄養士議員連盟　会長
自民党受動喫煙防止議員連盟　会長
参議院日仏友好議員連盟　会長

将棋文化振興議員連盟　会長
（財）日本健康・栄養食品協会　会長
（財）日本聴覚障害者教育福祉協会　会長
（財）日本食生活協会　顧問
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New Generation Tennis

2017 年度ニュージェネレーションテニス石黒杯ご挨拶

2017年度ニュージェネレーションテニス石黒杯出場おめでとうございます。
参加される子供達、そして応援してくださる保護者の皆さまのたゆまぬ
努力の結果であると思います。
今年は20回大会となり、継続は力なり、サポートして下さる会員共々より
良い大会となるよう、そして素晴らしい選手を世界に送り出せるよう活動を
続けてまいります。

公益社団法人 日本プロテニス協会
副会長

渡辺　功

2017年度JPTAニュージェネレーションテニス石黒杯出場おめでとう
ございます。各地区での予選から選ばれたことと、予選で選ばれなかった
選手たちの気持ちも一緒に挑んでください。今回、いい結果が出た選手も
出なかった選手も、精一杯やったと胸を張って帰れるよう、自分の能力を
最大限出しきって頑張ってください。公益社団法人日本プロテニス協会は、
皆様の将来の活躍に向けて、出来る限りのサポートを行ってまいります。

公益社団法人 日本プロテニス協会
副理事長

藤井　　渉

2017年度ニュージェネレーションテニス石黒杯出場の皆様、おめでとう
ございます。皆様は全国各地で開催されました、地区予選大会にて優秀な成
績を収められ、全国大会に出場される権利を得ました。この大会には過去、
錦織圭選手や土居美咲選手、奈良くるみ選手といった世界で活躍する選手も
出場しています。皆様も大きな夢を抱き、いつかきっとその夢が叶うように
精一杯頑張ってください。思いが強ければ強いほど、自分の夢に近づく
ことが出来ると思います。またその夢を実現するためにも、自分を応援して
くれているおとうさんやおかあさん、おじいちゃんやおばあちゃん、そして
コーチや周りのみんなに感謝する気持ちを持ってください。みなさんが周りの
人から尊敬され、応援してくれるような人になれるよう心から願ってい
ます。

公益社団法人 日本プロテニス協会
理事長

藤沼　敏則

第20回ニュージェネレーション_cc.indd   3第20回ニュージェネレーション_cc.indd   3 2018/02/02   17:142018/02/02   17:14



4

Japan Professional Tennis Association

全国大会プログラム タイムスケジュール
JPTA ALL  JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 

13：00～16：00
7:00

7:45
8:00
8:30
9:00
12:00頃

13：30～16：30

17：00頃
7:00

7:45
8:10
8:45
8:30
9:00

9:30
12:00
16:00頃
18：00
7:00
8:00
9:00

11：30頃
12:30

14日（水）
15日（木）

16日（金）

17日（土）

U12・U14練習コート
朝食　（クラウンパレスご宿泊の方）
※クラウンパレスご宿泊の方バス移動開始
U12⇒三萩野庭球場へ
U14⇒桃園庭球場へ
U12・U14トーナメント受付開始　8:50まで
U12・U14開会式　終了次第、記念撮影、試合開始
各自昼食
練習コート
U10の参加者向け
試合終了
朝食　（クラウンパレスご宿泊の方）
※クラウンパレスご宿泊の方バス移動開始
マッチ練習⇒三萩野庭球場へ
U10⇒穴生ドームへ
U12・14QF・SF⇒桃園庭球場へ
U10受付開始　8:50まで
U10 開会式
U12・U14のQF,SF 試合開始、マッチ練習開始
U10 試合開始 Ｕ10はQFまで
各自昼食
試合終了 Ｕ12・Ｕ14の 3位の選手表彰
穴生ドーム U10の選手 バス移動
朝食
各会場へバス移動
トーナメント　Ｕ12･Ｕ14決勝戦
Ｕ10は準決勝と決勝
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　入賞者写真撮影

桃園庭球場
クラウンパレス北九州　ダイヤモンドホール

U12 ： 三萩野庭球場
U14 ： 桃園庭球場

穴生ドーム

クラウンパレス北九州　ダイヤモンドホール
U10 ： 穴生ドーム
U10マッチ練習：桃園庭球場
U12とU14のQF,SF：桃園庭球場
U12とU14のマッチ練習：三萩野庭球場

クラウンパレス北九州　ダイヤモンドホール

全カテゴリー決勝戦：穴生ドーム
強化レッスン：桃園庭球場

穴生ドーム

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
14:00

16:00

18:30～20：00
6:00
7:30
8:30
9:00
12:00頃
13:00

15:00

17日（土）

18日（日）

受付開始
開会式
チアリーディング演技
高学年：プロ推薦枠選考会 低学年：講義
高学年：講義 低学年：プロ推薦枠選考会
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
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
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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。

穴生ドーム

三萩野庭球場

桃園庭球場

穴生学舎

ホテルクラウンパレス北九州

八幡ロイヤルホテル

〒806-0058
福岡県北九州市八幡西区鉄竜1丁目5番2号
〒802-0065
福岡県北九州市小倉北区三萩野3丁目3番2号
〒805-0068
福岡県北九州市八幡東区桃園3丁目1番
〒806-0058
福岡県北九州市八幡西区鉄竜1丁目5番1号
〒806-8585
福岡県北九州市八幡西区東曲里町3丁目1番
〒805-0002
福岡県北九州市八幡東区枝光1丁目1番1号

会
　
　
　
　
場

2017年度

第 6 回 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT グリーンボール大会Ｕ10
第 4 回 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT  Ｕ12＆Ｕ14
第20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

〒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

くつろぎを楽しむ。いちばん過ごしたいと思う場所。

Guest Rooms

Restaurants & Bar 個性が光るホテルならではの味をご堪能ください。

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。
広々と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。

心やすらぐ時間をおとどけします。

中国料理 マンダリンコート
（11F）

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）

ツインルームの客室

↑
小
倉
駅

片
野
駅
↓

至都
市高
速足
立ラ
ンプ
→

北九
州都
市高
速道
路4
号線

三
萩
野
公
園

市民球場

三萩野庭球場

メ
デ
ィ
ア
ド
ー
ム

北九
州都
市高
速道
路4
号線

香
春
口
三
萩
野
駅

北
九
州
モ
ノ
レ
ー
ル

北
九
州
モ
ノ
レ
ー
ル

西鉄高速バス

枝光駅
←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

JR鹿児島本線JR鹿児島本線

黒崎駅 八幡駅←陣原駅

←遠賀 小倉→皇后崎町 筒井町

萩原橋

穴生ドーム西

東曲里町 桃山球場前

陣山一丁目

鉄竜一丁目

桃山二丁目

穴生ドーム

JR鹿児島本線JR鹿児島本線 JR鹿児島本線JR鹿児島本線

国道3号 国道3号

穴生公園

皇后崎公園

萩原
小学校

八幡西区役所

八幡西
警察署

星琳
高等学校

桃
園
公
園

市立陣山
市民センター

桃園球場花尾中学校

桃園庭球場

穴生ドーム

穴生学舎

山の神池公園

黒崎インター

岸の浦二丁目

ホテルクラウンパレス
北九州 

国
道
２
０
０
号

北九州都
市高速道

路4号線

TEL : 093-645-6691

TEL : 093-951-3950

TEL : 093-671-3503

TEL : 093-645-6688

TEL : 093-631-1111

TEL : 093-662-1020 
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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

JJaa
ppaa

nn Pro
fessionall TTennis Associiaattiioonn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

2016年度 最優秀選手

JJaa
ppaa

nn PPro
fessional TTennis Assocciiaattiioonn2016年度
最優秀選手

JPTA
ALL JAPAN

JUNIOR TENNIS
TOURNAMENT

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。

地区選考会地区選考会
27会場 普及27会場 普及

地区大会763名参加地区大会763名参加

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

Japan Professional Tennis Association

香川　荘太
（小学校 2年）
PDTテニスクラブ

スカウトキャラバンの全国大会で最優秀
選手に選ばれるなんて思っていなかったの
で、自分の名前が呼ばれた時は本当にびっ
くりしました。家族も喜んでくれてすごく
嬉しかったです。何より自信が付きました。
合宿では全国で活躍する選手と練習した
り、たくさんの友達ができて、とても刺激を
受けました。みんなに負けないようにたく
さん練習して、次はテニスの試合でしっか
り勝負できる選手になりたいです。

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

熊谷　帆夏
（小学校 4年）
荏原SSC

私は、スカウトキャラバンに参加するのが
大好きでした。テニスを始めるきっかけを
作ってくれたり、たくさんのコーチやお友達
と出会い、いろいろなけいけんをしました。
合宿ではいろいろなことをおぼえ今のテニ
スにやくだっています。それにたくさんの
かたがたのおかげでわすれられない思い
出が作れました。みんなに負けないように
たくさん練習を一生懸命やって、タイトル
をとれるようにがんばりたいです。

岡田　幸人
（中学校 1年）

FTTC橘ジュニアテニスアカデミー

前回スカウトキャラバンでは最優秀賞を
逃し、非常に悔しい思いをしました。その
分、今回の結果は言葉で表すことのできな
い程うれしいものでした。初めて海外で
「テニス生活」を送り、テニスはもちろんの
ことですが、日本とは違った文化に触れ、多
くの事を学ぶことができました。僕にこの
経験をさせてくださったJPTAの皆様、
両親には感謝してもしきれません。お世話
になった方々に恩を返せるよう、もっと練習
して強くなります。

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高学年高学年

齋藤　咲良
（小学校 5年）

ミナミグリーンテニスクラブ

私は高学年で最優秀選手に選ばれてとて
もうれしかったです。「海外遠征」に行きた
いと低学年の時から思っていたので夢が
叶って良かったです。また海外遠征では
ロバートコーチのレッスンやステファニー
コーチのおかげでテニスがより楽しく上手
になれたと思います。この経験を活かして
今後の大会で良い結果を出したいと思い
ます。
JPTAの皆様本当にありがとうございま
した。
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New Generation Tennis

2017年度
第20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
地区選考会会場

JJaa
ppaa

nn Pro
fessionall TTennis Associiaattiioonn地区
選考会

北 信 越 スポーツドームエアーズ 7/9(日) 南　　博昭 富山県高岡市向野町3-43-19
近　  畿 駒ヶ谷テニスコート 7/28(金) 蔵野　　毅 大阪府羽曳野市駒ヶ谷1408-1
東　  海 メガロス千種 8/4(金) 豊田　光陽 愛知県名古屋市千種区千種2-23-11
東　  海 メガロス浜松市野 8/4(金) 吉開　　律 静岡県浜松市東区中田町754-1
関　  東 メガロス神奈川 8/14(月) 蓑田　恭大 神奈川県横浜市神奈川区入江1-31-11
関　  東 メガロス草加 8/17(木) 跡部　　淳 埼玉県草加市住吉1-7-7オーク第1ビル 
中国・四国 テニスアリーナガーデン住吉 8/20(日) 眞鍋　雄吉 徳島県徳島市住吉1-7-20
関　  東 メガロス柏 8/25(金) 小柴　　鼓 千葉県柏市柏7-6-30
関　  東 メガロス八王子 8/25(金) 尾下　浩二 東京都八王子市子安町1-16-11
関　  東 メガロス横浜 8/25(金) 南　　勝祥 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）
北 信 越 軽井沢インドアテニスコート 8/27(日) 田中　岳哉 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1143-2
近　  畿 C`ｓラケットクラブ 8/27(日) 蔵野　　毅 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
東　  海 三島市民体育館　文教テニスコート 9/23(土) 鈴木健二郎 静岡県三島市文教町2-10-57
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(土) 梶下　欣昭 広島県広島市安佐南区大塚西5-2-1
関　  東 エストテニスクラブ 9/24(日) 疋田　　修 山梨県甲府市里吉3-8
東　  海 ロングウッド森林 10/1(日) 岡部　幸人 愛知県名古屋市守山区中志段味南原2673-1
近　  畿 Let`sテニスプラザ西浜 10/1(日) 神野　義雄 和歌山県和歌山市湊528-1
北 信 越 グリーンインドアテニススクール 10/9(月) 水澤　和正 新潟県上越市中田原1番地
北 海 道 宮の森スポーツ倶楽部 新宮の森校 10/29(日) 井澤　英基 北海道札幌市西区西町南４丁目２
東　  海 アズールテニスアカデミー 10/29(日) 川瀬　智巳 愛知県春日井市東野新町２丁目１３－３
近　  畿 テニスアカデミー クレセント城陽校 11/3(金) 藤本　公孝 京都府城陽市寺田尼塚47
九　  州 北九州市立　穴生ドーム 11/3(金) 村雲　重夫 福岡県北九州市八幡西区鉄竜1丁目5-2
関　  東 上用賀テニスクラブ 11/3(金) 盛永　英明 東京都世田谷区上用賀3-9-21
沖　  縄 首里森庭球倶楽部 11/12(日) 喜久里　敏 沖縄県島尻郡島尻郡南風原町新川６７０－２
中国・四国 テニスアリーナガーデン松山 11/23(木) 亀代　大輔 愛媛県松山市東石井1-2-20
東　  北 山形県総合運動公園内テニスコート 11/26(日) 髙内　博之 山形県天童市山王1-1
九　  州 さんさん館 11/26(日) 津崎　哲也 大分県宇佐市大字四日市391-10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

No. 地　区 会　　　場　　　名 開催日程 郵便番号 住　　　　所

第20回ニュージェネレーション_cc.indd   7第20回ニュージェネレーション_cc.indd   7 2018/02/02   17:142018/02/02   17:14



ＮＧＴジュニアスカウトキャラバン参加者リスト <参加者172名>

ご あ い さ つ

氏　名 所　属地　　区 学年 都道府県

北海道 12名

氏　名 所　属学年 都道府県
九軒　理貢 小 2 北海道 ライジング
大谷　　舜 小 2 北海道 アクティブ
中津川舜介 小 2 北海道 宮の森SC
河原　幸佑 小 2 北海道 リーヴTC
塩野　豊輝 小 3 北海道 宮の森SC
東　　尚吾 小 3 北海道 宮の森SC

松橋　伶音 小 3 北海道 宮の森SC
成田　芽生 小 4 北海道 宮の森SC
遠藤　康大 小 4 北海道 プラス
塩野　豊寛 小 5 北海道 宮の森SC
西川　　凜 小 6 北海道 宮の森SC
菊田　祐希 小 6 北海道 宮の森SC

東北　 20名

渋谷　月姫 小 1 青森県 リベロスポーツクラブ
福嶋　実優 小 1 福島県 アパース
小笠原慶人 小 1 山形県 リ・ファイル JrTC
後藤　颯太 小 2 山形県 イラコ TC山形
後藤　蓮太 小 2 山形県 イラコ TC山形
鈴木かのん 小 3 宮城県 ウイニングショット
高野　洸平 小 3 福島県 GASC TT
菅野　陽太 小 4 宮城県 ニューフロンティアテニスクラブ
下杉　海寧 小 4 宮城県 泉パークタウンテニスクラブ
軽部琳太郎 小 4 山形県 イラコ TC山形

今川　薫平 小 5 岩手県 まつぞのSC
原田えりな 小 5 山形県 イラコ TC山形
小原凜太朗 小 6 岩手県 奥州ジュニアテニススポーツ少年団
京野ほの花 小 6 岩手県 奥州ジュニアテニススポーツ少年団
宮武　　魁 小 6 福島県 ルネサンス棚倉（福島県）
佐藤　涼磨 小 6 福島県 アパース
上田　悠真 小 6 宮城県 R-PROJECT
軽部　雄太 小 6 山形県 イラコ TC山形
小川　郁哉 小 6 山形県 イラコ TC山形
後藤　大我 小 6 山形県 イラコ TC山形

東海　 22名

鈴木　蒼大 年長 愛知県 
中野　美和 小 1 愛知県 西尾ローンテニスクラブ
兼松奏太朗 小 1 愛知県 ニッケテニスドーム一宮
寺澤　想人 小 1 愛知県 ニッケテニスドーム一宮
葛西　麗乃 小 2 静岡県 ミナミテニスクラブ
大川　志道 小 2 静岡県 TAS
加藤　楓菜 小 2 愛知県 メドウステニスガーデン
木村　颯也 小 3 静岡県 ニューウィンブルドン
上村　睦実 小 3 愛知県 team-N1
丸田　　昊 小 3 愛知県 チェリーテニスクラブ
加納　正起 小 3 愛知県 茨木 TC

飯塚さくら 小 4 静岡県 アクトスポーツクラブ
名倉　万稀 小 4 愛知県 アズールテニスアカデミー
中山　達椰 小 4 愛知県 滝の水インドア
森下　結葵 小 4 三重県 ロラインドアTC
葛西　紗葵 小 5 静岡県 ミナミテニスクラブ
稲葉　蘭藍 小 6 静岡県 アクトスポーツクラブ
久津輪勇介 小 6 静岡県 ミナミテニスクラブ
伊藤　千晴 小 6 静岡県 千代テニスクラブ
名倉　果甫 小 6 愛知県 アズールテニスアカデミー
若尾　拓真 小 6 岐阜県 FKクラブ
柏木　慈恵 小 6 三重県 ニックインドアテニスカレッジ

関東　 39名

大久保啓斗 年長 埼玉県 テニスクラブ F
土屋悠一朗 年長 東京都 ワセダクラブ
品田　晄良 年長 東京都 昭和の森
宮川　真桜 年長 群馬県 ジョイナステニススクール軽井沢
坂牧　亮都 小 1 東京都 有明ジュニアテニスアカデミー
川鍋　梨心 小 1 東京都 有明 JTA
矢野　煌雅 小 1 神奈川県 メリオールテニスクラブ
石田　啓翔 小 1 千葉県 松原テニスクラブ印西
中山ほのか 小 1 茨城県 ＣＳＪ
髙橋　勇翔 小 1 埼玉県 シードテニスクラブ
川西　瑛翔 小 1 埼玉県 シンポウテニスリゾート
矢野マリア 小 2 東京都 大正セントラル目白
新井　　空 小 2 東京都 セサミ向島
清水　雅弘 小 2 東京都 有明ジュニアアカデミー
丸山　楓湊 小 2 東京都 たちかわジュニアテニスアカデミー
河野　遥斗 小 2 埼玉県 ZIP テニスアリーナ大宮
山田　涼楓 小 2 長野県 荒神山 TS
吉田　　櫂 小 3 東京都 TAI  Tenni School
山本慶太郎 小 3 東京都 三菱養和テニススクール
坂牧　優亮 小 3 東京都 有明ジュニアアカデミー

佐藤誠一郎 小 3 東京都 Team  310V
野原　拓友 小 3 東京都 TENNIS  SUNRIZE
西野　純平 小 3 神奈川県 セントラル武蔵小杉
砂押　壮介 小 3 千葉県 アルドール北松戸
片岡依央梨 小 3 千葉県 ニッケコルトンテニスガーデン
武田弥桜里 小 3 千葉県 ロイヤルSCTC
渡辺　光来 小 3 埼玉県 ブリヂストンテニスハウス新所沢
平林優太郎 小 3 長野県 イラコテニスカレッジ軽井沢
根本　隆聖 小 4 東京都 グリーンテニスプラザ
大矢駿太郎 小 4 東京都 武蔵野テニスシティー
中村茉莉亜 小 4 千葉県 アルドールテニスステージ北松戸
山田　夏凛 小 4 千葉県 きさらづアウルTC
伊藤　空知 小 5 東京都 経堂インドアテニススクール
日比野資史 小 5 神奈川県 大磯テニスアカデミー
宮本　真向 小 5 千葉県 Hills K-Nagatsuka Tennis Academy
樋口　眞葵 小 5 埼玉県 チサンテニスクラブ岡部
深澤　梨子 小 5 山梨県 エストテニスクラブ
坂牧亮太朗 小 6 東京都 京王赤城アカデミー
長谷川大蔵 小 6 東京都 ヒロセテニススクール

選手の皆さん、ならびに保護者の皆様、全国大会出場おめでとうございます。
応援してくれる方々への感謝の気持ちを忘れず、そして日頃の練習の成果を発揮できるよう頑張って
下さい。期待しています。
当日皆さんに会えるのを楽しみにしています。

公益社団法人　日本プロテニス協会　全国大会委員長　大会実行委員長
荒井　英樹

Japan Professional Tennis Association
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低学年の部 高学年の部

2017年度ＪＰＴＡニュージェネレーションテニス全国大会ご出場おめでとうございます。
皆さんは地区大会を見事勝ち抜き、地域の代表として今ここにいることを誇りに思い、全国大会を存分に
戦って欲しいと思います。嬉しい思いも悔しい思いも、全てが皆さんの今後のテニスにとって大きな財産と
なることを望んでおります。
私たち日本プロテニス協会は、皆さんの夢・目標へのサポートが少しでも出来るように努力して参りますの
で、共に頑張りましょう。

公益社団法人　日本プロテニス協会　ジュニア育成委員長　大会実行副委員長
井上　丈士

ご あ い さ つ

氏　名 所　属地　　区 学年 都道府県

北信越    7名

氏　名 所　属学年 都道府県
原田　鉄平 年長 富山県 大林 TS
竹内　　聡 小 1 石川県 
土田　映海 小 4 新潟県 上越グリーンTC
瀬戸祐希奈 小 6 富山県 大林 TS

斉藤　優太 小 6 新潟県 上越グリーンTC
水澤　康生 小 6 新潟県 上越グリーンTC
峯村　茉那 小 6 長野県 teamHERO

近畿　 22名

西岡　蓮翔 年長 京都府 INOUEテニスアカデミー
佐藤　　怜 年長 兵庫県 ラケットパルTC
堀場琉之介 小 1 大阪府 ルーセント八尾
川島　　想 小 2 大阪府 江坂テニスセンター
藤田こまち 小 2 大阪府 コスパ神崎川
北岡　美空 小 2 大阪府 C's RACQUET CLUB
伊藤彩由奈 小 2 兵庫県 サウサリート
友重咲太郎 小 3 大阪府 コスパ神崎川
仲宗根サヤ 小 3 大阪府 ミズノスポーツプラザ舞洲
桑原　羽石 小 3 大阪府 くにじまテニススクール
山田　美和 小 3 大阪府 枚方ジュニアテニスクラブ

新井　崚介 小 3 大阪府 C's RACQUET CLUB
清水　　航 小 3 大阪府 C's RACQUET CLUB
明松　憲伸 小 4 大阪府 C's RACQUET CLUB
竹内　晴菜 小 4 兵庫県 ロイヤルヒル’ 81
渡邊　遥奈 小 5 大阪府 TCコスパ神崎川
島袋　華怜 小 5 京都府 湯山 TS
黒澤　　陽 小 5 奈良県 ダイヤモンドテニスクラブ学園前
高倉　智也 小 6 滋賀県 ＴＡクレセント
奥田　一敬 小 6 大阪府 ラケットパルテニスクラブ
田中　絢貴 小 6 大阪府 C's RACQUET CLUB
服部　伶矢 小 6 京都府 クレセント城陽

　　　 26名
中国・
四国

辻　　和杏 年長 徳島県 ラポームテニスクリエイト
細川　紗椰 小 1 徳島県 山田テニスクラブ
青木　佑真 小 1 愛媛県 新居浜インドアテニスクラブ
阿部　煌大 小 1 香川県 丸亀テニスクラブ
松本　悠希 小 2 岡山県 ノアインドアステージ倉敷
和気　義章 小 2 岡山県 ノアインドアステージ倉敷
吉井　滉人 小 2 香川県 PDTテニスクラブ
眞鍋　結衣 小 2 広島県 NBテニスガーデン
西本　想来 小 3 香川県 フォーレスト
阿部　千春 小 3 香川県 丸亀テニスクラブ
二條　慧太 小 3 香川県 アップデイト
古川　　友 小 3 香川県 PDTテニスクラブ
幡原　　創 小 3 鳥取県 グリーンベアーズ

廣澤　真伊 小 4 岡山県 天満屋遊プラザ
伊藤　　拓 小 5 愛媛県 ウイン TC
網田永遠希 小 5 岡山県 ラスタットテニスクラブ
廣瀬　智章 小 5 広島県 福山テニス王国
伊藤　謙臣 小 5 愛媛県 新居浜インドアテニスクラブ
眞鍋　芽依 小 5 広島県 NBテニスガーデン
安東　康太 小 5 愛媛県 新居浜インドアテニスクラブ
長尾　泰知 小 5 高知県 タカミテニスクラブ
大野　蒼空 小 5 愛媛県 Finalist TC
井上　修二 小 5 徳島県 ロングウッド藍住
山田　壮汰 小 6 山口県 カトウテニスクラブ
鈴木　瑛翔 小 6 愛媛県 リアンテニスチーム
森　　広樹 小 6 香川県 アップデイト

九州　 18名

室屋　大撫 年長 福岡県 ドリームＴＳ
梅田　巴花 年長 熊本県 八代ジュニア
山下　梨乃 小 1 福岡県 アサヒ緑健久山ＴＣ
林　愛里咲 小 2 福岡県 ＳＴＴ
塩多　翔真 小 2 大分県 宇佐ジュニア
田中　聖香 小 3 福岡県 ITS 九州
清武　亮太 小 4 福岡県 クリーンビレッジＴＣ
井手　　葵 小 4 福岡県 ブリヂストン久留米
黒崎　伊織 小 5 福岡県 北九州ウエスト

坂田旺志朗 小 5 福岡県 城南テニスクラブ
笠原　亜美 小 5 熊本県 ルーセントテニスアカデミー熊本
久保　勇颯 小 5 熊本県 スター熊本庭球塾
平山　翔貴 小 6 福岡県 ＴＥＡＭ－Ｉ
冨田　竜誠 小 6 熊本県 RKKルーデンス
梅田晴太朗 小 6 熊本県 八代ジュニア
梅田菜々花 小 6 熊本県 八代ジュニア
長岡　咲樹 小 6 福岡県 ＮＴＣクラブ
村島　颯天 小 6 大分県 ロケーション

沖縄　    6名

大城　燈真 年長 沖縄県 首里森庭球倶楽部
伊佐　拓己 小 2 沖縄県 港川小学校
比嘉惇壬定 小 2 沖縄県 でんぷくOKINAWA

根間　美空 小 3 沖縄県 西原ジュニア
松代　奈海 小 3 沖縄県 首里森庭球倶楽部
亀川　百花 小 4 沖縄県 首里森庭球倶楽部

New Generation Tennis
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Japan Professional Tennis Association

エリートプログラム
　育成・強化メンバー及びJPTAニュージェネレーションテニス全国大会出場者のなかから、戦績と将来性を考慮し、
ジュニア育成委員会による選考、決定を経て、将来性のある有望な選手を選抜し、世界で活躍できる事を目的に育成
します。選抜された選手を「チームエリート」とします。

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

海外遠征
　●高学年の部の最優秀者
　●トーナメントU12・U14優勝者

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、
　　　　　　　　　 茶圓鉄也プロ 他  ジュニアプロコーチングスタッフ

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

三井　駿介（アクトスポーツクラブ）　　山口　藍（RKKルーデンス）
中川原　凜（グローバルアリーナ）

2017チームエリート

１.選手のクラブへコーチが出向いて、レッスンの実施
　年3回の育成・強化合宿内でもエリートのレッスンを実施
２.国内の国際大会において予選のワイルドカード申請
３.テニス技量の個別相談
４.プライベートレッスンの実施
５.メーカーサポートの紹介 
６.国内・海外にて行われる試合への帯同　等

プログラム内容

2017年度　ＪＰＴＡジュニア育成・強化メンバー

№ 氏　　名 学年 地域 № 氏　　名 学年 地域

強化メンバー 39名 育成メンバー

 1 佐藤和歌葉 高1 東北
 2 宮田　　陸 中3 九州
 3 山口　柚希 中3 九州
 4 佐藤　駿弥 中2 東北
 5 永村　優翔 中2 九州
 6 森下　桐衣 中2 近畿
 7 河口　佳晃 中3 近畿
 8 蔵田　太洋 中3 中国・四国
 9 齋藤　駿太 中3 東北
 10 髙木　風花 中3 近畿
 11 大蔵　好珠 中2 九州
 12 斎藤　翔太 中2 北信越
 13 佐藤まりあ 中2 東海
 14 下原茉莉佳 中2 東北
 15 杉田　千紘 中2 九州
 16 関根　康太 中2 東海
 17 田中　佑弥 中2 近畿
 18 西本　稲音 中2 中国・四国
 19 平山　尚暉 中2 関東
 20 藤沼　桃花 中2 近畿
 21 南　　颯汰 中2 東海

 22 青山　義昂 中1 東海
 23 伊藤　飛翔 中1 九州
 24 大神　照太 中1 九州
 25 岡田　幸人 中1 東北
 26 齋藤　駿斗 中1 東北
 27 櫻田しずか 中1 東海
 28 里村　　陽 中1 関東
 29 眞田　将吾 中1 近畿
 30 城　　碧海 中1 東北
 31 末廣　　茜 中1 近畿
 32 田邑　来未 中1 近畿
 33 出口　望叶 中1 北信越
 34 長峯　大揮 中1 北海道
 35 長谷川晴佳 中1 九州
 36 濱田　らん 中1 近畿
 37 松並　万睦 中1 東海
 38 松村　羽奈 中1 関東
 39 吉岡　　秀 中1 関東

氏　　名 学年 地域
 1 磯打　　航 小6 近畿
 2 宮内　汐夏 小6 関東
 3 稲葉　蘭藍 小6 東海
 4 太田　貴子 小6 関東
 5 川出　晶葉 小6 近畿
 6 河村孝太郎 小6 近畿
 7 坂牧亮太朗 小6 関東
 8 櫻木信太郎 小6 九州
 9 宿田凜太郎 小6 北海道
 10 関根　大耀 小6 九州
 11 瀬戸祐希奈 小6 北信越
 12 高倉　智也 小6 近畿
 13 田中　絢貴 小6 近畿
 14 轟　　佑介 小6 関東
 15 長岡　咲樹 小6 九州
 16 永澤亜桜香 小6 近畿
 17 名倉　果甫 小6 東海
 18 二宮　茉子 小6 東海
 19 服部　伶矢 小6 近畿
 20 畭　　凛花 小6 近畿
 21 前田ミチル 小6 北信越

№
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New Generation Tennis

期　　日：平成28年11月17日(金）～11月19日（日）
場　　所：桃園庭球場・三萩野庭球場（福岡県）
参加人数：17名
参加スタッフ :  藤井 渉副理事長、
 田村 伸也育成強化コーチ、
 井上 丈士ジュニア育成委員長、
 津崎 哲也会員

オータムキャンプオータムキャンプ

ＪＰＴＡジュニア育成・強化プログラム
　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。

日　　程：平成29年4月21日(金)～23日(日）
場　　所：東急サニーパーク浜名湖
参加人数：37名
参加スタッフ :  藤井 渉ジュニア副理事長、
 田村 伸也育成･強化コーチ、
 太田 耕造常務理事、
 小泉 葉子ジュニア委員、藤原 里華プロ、吉田 賢吾

スプリングキャンプスプリングキャンプ

藤井 渉副理事長、藤井 渉副理事長、
田村 伸也育成強化コ チ田村 伸也育成強化コーチ、田村 伸也育成強化 チ、
井上 丈士ジュニア育成委員井上 丈士ジュニア育成委員
津崎 哲也会員津崎 哲也会員

プンャキャキキャンプ
成28年11月17日(金） 11月19日成28年11月17日(金）～11月19日成 年 月 日( ） 月 日
園庭球場・三萩野庭球場（福岡県）園庭球場・三萩野庭球場（
名7名7名
藤井 渉副理事長

第1回 5/13,14開催 会場：東急サニーパーク浜名湖 29名
第2回 6/24,25開催 会場：東急サニーパーク浜名湖 22名
第3回 8/20開催 会場：海ノ中道マリーナ＆テニス 16名
第4回 9/23,24開催 会場：東急サニーパーク浜名湖 20名
第5回　10/28,29開催 会場：桃園庭球場 14名

マッチキャンプマッチキャンプ

23 24開催 会場：東急サニニ パ ク浜名湖 20名23 24開催 会場：東急サニニーパーク浜名湖 20名23,24開催 会場 東急サ パ ク浜名湖 20名
/28 29開催 会場：桃園庭球球場 14名/28 29開催 会場：桃園庭球球場 14名/28,29開催 会場 桃園庭球球場 14名

プンャャャンプ
13 14開催 会場：東急13,14開催 会場：東急, 開催 会場 東急
24 25開催 会場：東急24,25開催 会場：東急, 開催 会場 東急サ パ ク浜名湖 名
20開催 会場：海ノ中道道マリ ナ＆テニス 16名20開催 会場：海ノ中道道マリーナ＆テニス 16名20開催 会場 海ノ中道道マリ ナ＆テ ス 16名

U10グリーンボールマッチ練習会 
9/18開催　会場：東急サニーパーク浜名湖　13名

その他その他
ンボ ルマッチ練習会ンボールマッチ練習会ル ッ 練習会
会場：東急サニ パ クク浜名湖 13名会場：東急サニーパークク浜名湖 13名会場 東急サ パ クク浜名湖 名

日　　程：平成28年8月15日(火)～8月18日(金）
場　　所：花川運動公園（静岡県）
参加人数：91名
参加スタッフ :  渡辺 功副会長、渡辺 力顧問、藤沼 敏則理事長、
 藤井 渉副理事長、太田 耕造常務理事、小野 修七郎常務理事、
 荒井 常務理事、井上 丈士ジュニア育成委員長、
 茶圓 鉄也育成・強化コーチ、小泉 葉子ジュニア委員、藤原 里華プロ

サマーキャンプサマーキャンプ

81名

№ 氏　　名 学年 出身地 № 氏　　名 学年 出身地 № 氏　　名 学年 出身地
 43 中久木陽奈 小5 近畿
 44 林　　妃鞠 小5 東海
 45 三浦　怜央 小5 東北
 46 宮里　琉星 小5 沖縄
 47 若松　泰地 小5 近畿
 48 渡邊　遥奈 小5 近畿
 49 飯塚さくら 小4 東海
 50 泉澤　伽誠 小4 北海道
 51 伊藤洋一郎 小4 関東
 52 小浜守大郎 小4 沖縄
 53 駒田　大地 小4 東北
 54 千葉　陽葵 小4 近畿
 55 渡久地杜生 小4 沖縄
 56 西村　星吾 小4 関東
 57 野口　侑暉 小4 関東
 58 米野　俊亮 小4 関東
 59 横堀陽太郎 小4 北信越
 60 今井　力輝 小3 東海
 61 坂牧　優亮 小3 関東
 62 澤田　　瞬 小3 近畿
 63 菅谷　海南 小3 関東

 22 水澤　康生 小6 北信越
 23 虫賀　愛央 小6 東海
 24 虫賀　心央 小6 東海
 25 森　　広樹 小6 中国・四国
 26 山本　　拓 小6 関東
 27 城　　義弥 小5 東北
 28 阿部　叶実 小5 関東
 29 網田永遠希 小5 中国・四国
 30 綾井　優太 小5 中国・四国
 31 石井　　絢 小5 関東
 32 泉　　浩大 小5 関東
 33 岩田　昊空 小5 近畿
 34 小野　陽菜 小5 関東
 35 木下　晴結 小5 近畿
 36 木村　美柚 小5 東海
 37 久米くらら 小5 東海
 38 今野　凜子 小5 関東
 39 齋藤　咲良 小5 関東
 40 坂根　瑛太 小5 近畿
 41 澁谷　彩瑛 小5 関東
 42 島袋　華怜 小5 近畿

 64 鈴木　遼央 小3 関東
 65 高村　　颯 小3 関東
 66 名井　裕亮 小3 近畿
 67 永田　温人 小3 東海
 68 星原凛太郎 小3 近畿
 69 松本　　快 小3 東海
 70 松本　　経 小3 東海
 71 丸田　　昊 小3 東海
 72 溝渕　杏莉 小3 中国・四国
 73 山田　美和 小3 近畿
 74 吉井　一就 小3 東海
 75 渡辺　光来 小3 関東
 76 板垣　瑠夏 小2 近畿
 77 香川　荘太 小2 中国・四国
 78 長谷川諒輔 小2 関東
 79 廣瀬　勇太 小2 中国・四国
 80 宮本　　亮 小2 東海
 81 川鍋　梨心 小1 関東
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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。
今年は杉田祐一さんと柴原瑛菜さんからいただきました。
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essional Tennis Association

杉田　祐一 PHOTO: DUNLOP SPORTS MARKETING CO. LTD.

JPTAニュージェネレーションテニス石黒杯出場選手のみんな、全国大会出場
おめでとう！みんな毎日、沢山練習して来たと思います。僕も沢山練習して来ました。
特に昨年ツアー初優勝、Top50入りしてからは、より充実した練習をしています。
一つでも多く良い試合をしたい！強くなりたい！と思う気持ちが大切だと思います。
テニスを始めた時のワクワクした気持ちを忘れないで頑張って下さい！ 

杉田　祐一

柴原　瑛菜

JPTA ニュージェネレーションテニス石黒杯　出場おめでとうございます。
この大会は私にとっては登竜門の一つでした。この大会の優勝の経験を活かし、全米
ジュニアランク一位、今年は全米大学ランク一位まで登ることができました。皆さん
も自分の目標を目指して頑張れば、きっと達成できるはずです。
その為の練習は大変でしょうが、それと同時に楽しいと
思う事ができると思います。頑張ってください。

柴原　瑛菜 

Academy Directors
Saddlebrook Tennis Academy からのコーチ紹介 

Alvaro Betancur
Director of Coaching

コロンビア出身。ATPツアーでトップ60にランクインし、全豪オープンを除くすべてのグランドスラム
大会に出場した経験を持ち、ホセ・ヒゲラス、ニック・サビアーノ、ビリー・マーチン、ジェイム・フィロル
など著名な選手にも勝利した。
現役中は9年に亘ってD杯コロンビア代表を務め、うち2年間はキャプテンとして貢献した。
1986年からはSaddlebrookのHarry Hopman Tennis Academyに参加、ジュニア選手・トップツアー
プロのテクニカルコーチとして最高の評価を受けている。彼のジュニア選手育成への情熱と献身はアカデ
ミーのプログラムに不可欠のものであり、そこで学ぶプレーヤーたちの大きな助けとなっている。
松岡修造氏が師事したことでも知られている。

Rick Crockett
Academy Director

1979年、BardmoorのHarry Hopman International Tennisでコーチとしてのキャリアをスタート、
かの伝説的デビスカップキャプテンHarry Hopmanの薫陶を受け、あらゆる年齢、あらゆる国籍の
プレーヤーに対する育成技術を身に付けた。
Harry Hopman亡き後、Saddlebrook Resortに移転したHopmanのアカデミー（Saddlebrook 
InternationalTennis=S.I.Tと改名）ではジュニア選手から学生、プロレベルに至るコーチングを
手がけ、S.I.T全体のマネージング、トレーニングプログラムの責任者となった。国内外をプレーヤー
に帯同、ジム・クーリエ、ピート・サンプラス、アンドレス・ゴメス・サントス、ジェニファー・カプリアティ等
の数多くのグランドスラムチャンピオンを永年に亘って教えた経験を持つ。

Japan Professional Tennis Association
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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

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

有本　尚紀
奈良県天理市

伊勢久株式会社
全日本ランキング最高9位
S級エリートコーチライセンス
元JOCナショナルコーチ
国内外のツアー約50大会優勝

小畑　沙織
北海道札幌市

ヨネックス
全日本選手権シングルス優勝（２回）
４大大会シングルス本戦（最高３回戦）
全日本最高ランキング　２位
自己最高世界ランク　39位 

New Generation Tennis

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
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2017年度　JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
U14・U12・グリーンボールU10　
地区大会会場　

今年度地区大会参加者総数　1695名

JJaa
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fessionall TTennis Associiaattiioonn

地区大会

Japan Professional Tennis Association New Generation Tennis

地区No. 会場名 開催日 担当者 住　　所
漫湖市民公園 6/24(土)・7/1(土) 高宮城　淳 沖縄県那覇市鏡原37-1
ミズノテニスプラザサウサリート 7/17(月) 加納　公一 兵庫県西宮市樋之池町9-12
光Ｂ&Ｇ海洋センター 7/26(水) 柿田　　茂 千葉県武郡横芝光町木 10156-1
緑テニスガーデン 8/2(水) 赤沼　公朗 神奈川県横浜市緑区霧が丘1-1
タルミグリーンテニスクラブ 8/8(火) 村田　宏二 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬318
Cｓ̀ラケットクラブ　男子 8/11(金) 蔵野　　毅 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
光Ｂ&Ｇ海洋センター　女子 8/13(日) 柿田　　茂 千葉県武郡横芝光町木 10156-1
花川運動公園（サマーキャンプ） 8/17(木) JPTA事務局 静岡県浜松市中区西丘町724
熊本県民運動公園テニスコート 8/19(土) 行森　寛朗 熊本県熊本市東区石原2丁目9-1
Cｓ̀ラケットクラブ　男子 8/23(水) 蔵野　　毅 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
広島広域公園テニスコート 8/23(水)・8/24(木) 梶下　欣昭 広島県広島市安佐南区大塚西5-2-1
Cｓ̀ラケットクラブ　女子 8/24(木) 蔵野　　毅 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
桃園庭球場 9/16(土)・9/17(日)・9/18(月) 村雲　重夫 福岡県北九州市八幡東区桃園３丁目１
大磯プリンスホテル 9/18(月) 小野　峰樹 神奈川県中郡大磯町国府本郷546
Let`sテニスプラザ西浜 9/24(日) 神野　義雄 和歌山県和歌山市湊528-1
マオイゴルフリゾート 9/30(土) 井澤　英基 北海道長沼町東５線北１０番地
アルドールテニスステージ北松戸校 10/7(土) 伊藤　　亮 千葉県松戸市新作２４０－３
ミズノテニスプラザサウサリート 10/9(月) 加納　公一 兵庫県西宮市樋之池町9-12
鳴門・大塚スポーツパーク 11/3(金) 眞鍋　雄吉 鳴門市撫養町立岩字四枚61番地
上越総合運動公園 11/3(金) 水澤　和正 新潟県上越市戸野目古新田375　
立場テニスコート 11/3(金) 酒井　基成 神奈川県横浜市泉区中田西1-16-7立場ゴルフ内
山形県総合運動公園内テニスコート 11/18（土）・11/19（日） 髙内　博之 山形県天童市山王1-1
アズールテニスアカデミー 11/23(木) 川瀬　智巳 愛知県春日井市東野新町２丁目１３－３
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地区No. 会場名 開催日 担当者 住　　所
漫湖市民公園 6/24(土)・7/1(土) 高宮城　淳 沖縄県那覇市鏡原37-1
緑テニスガーデン 8/2(水) 赤沼　公朗 神奈川県横浜市緑区霧が丘1-1
花川運動公園（サマーキャンプ） 8/17(木) JPTA事務局 静岡県浜松市中区西丘町724
熊本県民運動公園テニスコート 8/19(土) 行森　寛朗 熊本県熊本市東区石原2丁目9-1
Cｓ̀ラケットクラブ　男子 8/23(水) 蔵野　　毅 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
広島広域公園テニスコート 8/23(水)・8/24(木) 梶下　欣昭 広島県広島市安佐南区大塚西5-2-1
Cｓ̀ラケットクラブ　女子 8/24(木) 蔵野　　毅 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
タルミグリーンテニスクラブ　男子 9/3(日) 村田　宏二 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬318
紀三井寺公園庭球場 9/10(日) 神野　義雄 和歌山県和歌山市毛見200
桃園庭球場 9/16(土)・9/17(日)・9/18(月) 村雲　重夫 福岡県北九州市八幡東区桃園３丁目１
光Ｂ&Ｇ海洋センター 男子 9/17(日) 柿田　　茂 千葉県武郡横芝光町木 10156-1
タルミグリーンテニスクラブ　女子 9/17(日) 村田　宏二 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬318
大磯プリンスホテル 9/18(月) 小野　峰樹 神奈川県中郡大磯町国府本郷546
マオイゴルフリゾート 10/1(日) 井澤　英基 北海道長沼町東５線北１０番地
アルドールテニスステージ北松戸校 10/8(日) 伊藤　　亮 千葉県松戸市新作２４０－３
アズールテニスアカデミー 11/3(金) 川瀬　智巳 愛知県春日井市東野新町２丁目１３－３
上越総合運動公園 11/3(金) 水澤　和正 新潟県上越市戸野目古新田375　
立場テニスコート 11/3(金) 酒井　基成 神奈川県横浜市泉区中田西1-16-7立場ゴルフ内
鳴門・大塚スポーツパーク 11/4(土) 眞鍋　雄吉 鳴門市撫養町立岩字四枚61番地
山形県総合運動公園内テニスコート 11/18（土）・11/19（日） 髙内　博之 山形県天童市山王1-1
Cｓ̀ラケットクラブ　男子 11/26(日) 蔵野　　毅 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 住　　所
漫湖市民公園 6/24(土)・7/1(土) 高宮城　淳 沖縄県那覇市鏡原37-1
緑テニスガーデン 8/2(水) 赤沼　公朗 神奈川県横浜市緑区霧が丘1-1
光Ｂ&Ｇ海洋センター　女子 8/13(日) 柿田　　茂 千葉県武郡横芝光町木 10156-1
花川運動公園（サマーキャンプ） 8/17(木) JPTA事務局 静岡県浜松市中区西丘町724
熊本県民運動公園テニスコート 8/19(土) 行森　寛朗 熊本県熊本市東区石原2丁目9-1
Cｓ̀ラケットクラブ 8/21(月) 蔵野　　毅 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4
広島広域公園テニスコート 8/23(水)・8/24(木) 梶下　欣昭 広島県広島市安佐南区大塚西5-2-1
紀三井寺公園庭球場 9/10(日) 神野　義雄 和歌山県和歌山市毛見200
桃園庭球場 9/16(土)・9/17(日)・9/18(月) 村雲　重夫 福岡県北九州市八幡東区桃園３丁目１
光Ｂ&Ｇ海洋センター　男子 9/17(日) 柿田　　茂 千葉県武郡横芝光町木 10156-1
大磯プリンスホテル 9/18(月) 小野　峰樹 神奈川県中郡大磯町国府本郷546
マオイゴルフリゾート 10/7(土) 井澤　英基 北海道長沼町東５線北１０番地
アルドールテニスステージ北松戸校 10/9(月) 伊藤　　亮 千葉県松戸市新作２４０－３
上越総合運動公園 11/3(金) 水澤　和正 新潟県上越市戸野目古新田375　
立場テニスコート 11/3(金) 酒井　基成 神奈川県横浜市泉区中田西1-16-7立場ゴルフ内
アズールテニスアカデミー 11/5(日) 川瀬　智巳 愛知県春日井市東野新町２丁目１３－３
鳴門・大塚スポーツパーク 11/5(日) 眞鍋　雄吉 鳴門市撫養町立岩字四枚61番地
山形県総合運動公園内テニスコート 11/18(土)・11/19(日) 髙内　博之 山形県天童市山王1-1
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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

17
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U10・
U12・U14
昨年度
優勝者 T JPTA

ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS
TOURNAMENT

グリーンボール  U10男子  優勝 グリーンボール  U10女子  優勝

浅田　紘輔
（小学校 5年）
ライジングサンHJC

昨年は、JPTAの全国大会で優勝する
ことが出来てとてもうれしかったです。
練習で意識して取り組んできたことが
活かせました。また、この大会を通して
たくさんの選手と戦えたことも良い経験
になりました。
今年は12才以下の部に初めて挑戦す
るので、今まで以上に努力していきたい
です。JPTAの大会を支えて下さった
皆様、本当にありがとうございました。

齋藤　咲良
（小学校 5年）

ミナミグリーンテニスクラブ

私は毎年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に参加し
てきました。そこで今回はトーナメント
に出て「優勝」したいという強い気持ち
で、一試合ずつ勝ち進むことができまし
た。そこで優勝できてとてもうれしかっ
たです。この経験を活かして試合で活躍
できるように頑張りたいです。JPTAの
皆様本当にありがとうございました。

U10U10 U10U10

トーナメント  U12男子  優勝 トーナメント  U12女子  優勝

大神　照太
（中学校 1年）

北九州ウエストサイドテニスクラブ

昨年、JPTA全国大会で優勝できたこと
で、アメリカでの海外遠征を経験させてい
ただきました。日本とは違う文化や生活を
体験でき、現地での練習では、アメリカで有
名なコーチのレッスンを受けさせていただ
き、日本ではできないような経験をさせて
いただきました。この経験をこれからのテニ
スに生かしていきたいです。これまで支え
てくださった方々に感謝し、これからも努力
していきたいです。ありがとうございました。

長谷川　晴佳
（中学校 1年）
テニスDIVO

昨年、JPTA全国大会で優勝することが
できました。その後、海外遠征に参加させ
ていただき、日本では経験できない事を
たくさん経験させてもらい、学ぶことがで
きました。海外の選手とも試合ができ、
とてもよい刺激になりました。これからも
この経験を忘れず、今後の自分のテニス
に生かしていきたいと思います。JPTAの
皆様、私を支えてくれている方々に感謝し
ます。本当にありがとうございました。

U12U12 U12U12

トーナメント  U14男子  優勝 トーナメント  U14女子  優勝

三井　駿介
（中学校 3年）
アクトスポーツクラブ

2017年JPTA全国大会U14で優勝し、
沢山のサポートをして頂き、多くの良い
経験が出来ました。国内では全国中学生
テニス選手権、中牟田杯全国選抜ジュニ
アで優勝、そしてITFトーナメントでも
優勝し、ITFランキングを上げる事も出
来ました。今後もJPTAの皆様を始め、
全ての方への感謝の気持ちを忘れず、
目標に向かって挑戦し続けていきたいと
思います。ありがとうございました。

山口　藍
（中学校 3年）
高崎テニスクラブ

昨年の全国大会で優勝し、前年度に
引き続きチームエリートに選ばれ、タイ
のITFの大会に出場させて頂きました。
タイはとても暑く、体力的にも厳しい試
合になりましたが、とても良い経験にな
りました。JPTAの皆様、本当にありがと
うございました。これからも、自分を支え
てくれている皆様への感謝の気持ちを
忘れずに、もっと上を目指して頑張り
たいと思います。

U14U14 U14U14

Japan Professional Tennis Association New Generation Tennis
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第19回

第17回第7回

第14回
第6回

第13回

第11回

第3回

第9回

第12回

第4回

第10回

第15回

第18回

第8回

第16回

第1回

第2回

第5回

New Generation
Tennis
歴代大会集合写真

第1回から前回大会第19回までの
激レア写真！

New Generation
Tennis
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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
歴代最優秀選手一覧
JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 
歴代優勝者一覧

Ja
pa

n P

rof
essional Tennis Association

1998年度
1999年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度

 海堀　　恵 西改　拓人 恒松　寛己 岡田　朋也 
 小田　彩織 秋田　史帆 楠田　悠介 奈良くるみ 
 小田　彩織 越野由梨奈 今西　美晴 土居　美咲 
 大橋　諒介 佐瀬あいか 杉村　聡美 山下　愛未 
 菊川　　栞 足立愉有子 増井　菜裕 中垣　嘉仁 
 菊川　　栞 今西　美晴 志村　　桃 白戸ゆめの 
 今西　美晴 志村　　桃 増井　菜裕 岡本　将樹 
 新村優里子 志村　　桃 米田　理沙 岡本　将樹 大矢　　希
 志村　　桃 増井　菜裕 倉持　美穂 黒川　彩子 
 羽澤　未宥 岡本　将樹 梨木　　菫 倉持　美穂 
 岡本　将樹 米田　理沙 堀江　　亨 永田　杏里 
 倉持　美穂 黒川　彩子 倉橋　奈摘 永田　杏里 
 倉持　美穂 永田　杏里 光崎　楓奈 南　　成星 
 永田　杏里 上田　夏帆 三井　駿介 南　　成星 
 南　　成星 佐藤和歌葉 平山　尚暉 久保　杏夏 
 篠田　悠作 平山　尚暉 齋藤　咲良 矢野　遥士 
 吉岡　　秀 河口　佳晃 齋藤　咲良 クロスリー真優 布田　咲良
 二宮　茉子 名倉　果甫 齋藤　咲良 熊谷　帆夏 
 齋藤　咲良 岡田　幸人 熊谷　帆夏 香川　荘太 

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回
第18回
第19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　歴代最優秀選手一覧

Japan Professional Tennis Association New Generation Tennis

回　数年　度 高学年　氏名 低学年　氏名

2007年度
2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

   中学生トーナメント 古賀　　愛
中学生トーナメント男子 太田　裕人
中学生トーナメント女子 天米　　愛
中学生トーナメント男子 浅見　怜男
中学生トーナメント女子 畑瀬　文慧 
中学生トーナメント男子 森脇　亮太
中学生トーナメント女子 村瀬　早香
中学生トーナメント男子 James Nishimura
中学生トーナメント女子 岩下　美穂

JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 歴代優勝者一覧
カテゴリー年　度 氏　名

   小学生トーナメント 恒松　拓未
小学生トーナメント男子 福田　創楽
小学生トーナメント女子 大矢　　希
小学生トーナメント男子 安増　篤史
小学生トーナメント女子 黒川　彩子
小学生トーナメント男子 甲斐　直登
小学生トーナメント女子 城間　安実
小学生トーナメント男子 宮井　優輔
小学生トーナメント女子 柴原　瑛菜

カテゴリー 氏　名

№ 氏　　名 学年 地域 № 氏　　名 学年 地域

2012年度

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

U15男子 Daniel Gealer 
U15女子 浅野いず美 中2
U15男子 小林　泰晴 中3
U15女子 フリアント エイミ 中3
U14男子 加藤　博夢 中2
U14女子 德安　莉菜 中1
U14男子 青木　響真 中2
U14女子 山口　　藍 中1
U14男子 三井　駿介 中2
U14女子 山口　　藍 中2

カテゴリー年　度 学年氏　名
U13男子 相馬　光志 中1
U13女子 我那覇真子 中1
U13男子 阿多　竜也 中1
U13女子 坂本　陽菜 中1
U12男子 三井　駿介 小6
U12女子 山口　　藍 小6
U12男子 磯村　　志 中１
U12女子 中川原　凜 小6
U12男子 大神　照太 小6
U12女子 長谷川晴佳 小6

カテゴリー 学年氏　名
U10男子 三井　駿介 小4
U10女子 宮地　　蘭 小5
U10男子 蔵田　太洋 小5
U10女子 野口和佳奈 小4
U10男子 林　　幸佑 小4
U10女子 小副川莉桜 小5
U10男子 山本　　拓 小4
U10女子 友枝　　夢 小4
U10男子 浅田　紘輔 小4
U10女子 齋藤　咲良 小4

カテゴリー 学年氏　名

21

第20回ニュージェネレーション_cc.indd   21第20回ニュージェネレーション_cc.indd   21 2018/02/02   17:142018/02/02   17:14



第20回ニュージェネレーション_cc.indd   22第20回ニュージェネレーション_cc.indd   22 2018/02/02   17:142018/02/02   17:14



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. 元 ATP 選手の Kipコーチによるレッスン
5. 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
6. 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2017
年度

2017年11月27日（月）～12月21日（木）
アメリカ　フロリダ州　タンパ・マイアミ
7名
藤沼敏則理事長、荒井英樹常務理事
現地スタッフ：河野良武・井上真美・Antonio Buge

日　　程　
場　　所

タイ ITFジュニアPTT遠征報告
2017年6月15日（木）～7月2日（日）
タイ　ノンタブリ

参加者数　
参加スタッフ

2名
茶圓　鉄也理事

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

2017年5月29日（月）～6月13日（木）
アメリカ　カリフォルニア州　ガーデナ市・トーランス市
7名
藤沼 敏則理事長、平沢 潤 育成普及副事業部長 
現地スタッフ：河野 良武

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。

in Miami

目的 ITFジュニアのPTTに参戦

in Thailand
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ssional Tennis AssociationU14 U142017年度　JPTA ALL JAPAN

JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 男子
2017年度　JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 女子

シード選手
1
2
3
4

福岡県

新潟県

三重県

岡山県

福岡県

大阪府

秋田県

長崎県

石川県

山口県

静岡県

徳島県

宮城県 泉パークタウンTC

ファミリーITS

海の中道M&T

山口ＴＡ

蔵田

堤 隆貴
山中 朝陽

今里 翔吾 TEAM　F

植田 涼太
太洋山中 朝陽 鈴鹿ジュニアチーム

信田　　 航 新潟ジャンボITS

神奈川県

新潟県

佐久間 叶和 首里森TC沖縄県

水越 太一 ATS

福岡県

石川県

松岡　　 健
K-powersテニスアカデミー
マートテニスガーデン

蔵田 太洋 アキラITC

大神 照太 北九州ウエストサイドTC

広島県

29

30

31

32

23

24

25

26

27

28

Y'sジュニアテニスチーム

ピン・ハブ3

1

森下

荻堂

植田

丹下

隆貴 三重GTC

ホワイティ

颯希

テニスＤＩＶＯ

桐衣

三重県

沖縄県

千葉県

智理

里村

福岡県

公史郎

裕太

新潟県

福岡県

京都府

愛媛県

10

11 小倉

16

橋田 翔太

7

駿弥

12

17 堤野

佐藤

柴田

竜司

田原13

15

14

昂樹

斎藤

中原

18 翔太

陽19

江坂テニスセンター

海 ファインヒルズ

遥人

竹井

秋田ファンキ－

三和

チェリーテニスクラブ

22

21

ミナミテニスクラブ

喬則 グリム

BYE

野坂 迅

20

9

6

友竹

WINNER

キングフィッシャー

8

遼太郎

4

5

涼太

アルドールテニスステージ

長岡市テニス協会

陽

2

堤

BYE

BYE

杉山

BYE

BYE
シード選手
1
2
3

花

長谷川 晴佳
横田 七帆
大坪

BYE

藤田

BYE

BYE

BYE

BYE

BYE

BYE

BYE

1

2 BYE

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 寧々

13

14

15

16

17

18　　　

19　　　

20　

21　　

22　　

23　　

24　　

25　　

26　　

27 BYE

28　　　

BYE30

29 琴里

31

32　　

BYE

ファインヒルズTC

山陽女子中学校

西原中学校

アクトスポーツクラブ

ウイニングショット

ローランギャロ

TENISS SUPPORT"梅塾"

ウイニングショット

首里森TC

SEEKERs　TT

テニスＤＩＶＯ

ウイング

ウイニングショット

江坂テニスセンター

グリーンベアーズ

佐賀県

岡山県

沖縄県

静岡県

宮城県

香川県

大阪府

宮城県

沖縄県

北海道

福岡県

北海道

大阪府

宮城県

島根県

石川

大坪

宮城

花

こころ

利佳

梨莉稲葉

雪谷

一花大平

来未田邑

碧海城

BYE

BYE

BYE

BYE

BYE

桃子平川　

くるみ加我

晴佳長谷川

理恋島田

あゆみ濱

七帆横田

2018/2/15 ～ 17
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Japan Professional Tennis Association New Generation Tennis

■ 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

ニュージェネレーションテニス石黒杯（総称）
第6回 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT グリーンボール大会Ｕ10
第4回 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT　Ｕ12＆Ｕ14
第20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
スポーツ庁　公益財団法人北九州観光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　ヨネックス株式会社　
ブリヂストンスポーツ株式会社　株式会社ファンケル　株式会社山口油屋福太郎　JR九州旅行 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　九州チアリーディング連盟
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30年2月15日（木）・16日（金）・17日（土）・18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）92名　高学年の部（小学４年～６年）80名
グリーンボール　Ｕ10　67名　　トーナメント　Ｕ12　62名　　Ｕ14　44名　　　
345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

2017年度 JPTA公認企業

推薦企業 大塚ターフテック株式会社 株式会社センタースリー

■ 大 会 会 長
■ 大 会 副 会 長
■ 大 会 顧 問
■ 大 会 委 員 長
■ 大会副委員長
■ 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
■ カ メ ラ マ ン

山東　昭子
渡辺　　功　　内田　龍之
渡辺　　力
藤沼　敏則
太田　耕造　　小野修七郎　　富田龍一郎
荒井　英樹
井上　丈士　　茶圓　鉄也　　平沢　　潤
田村　伸也
田村　伸也　　茶圓　鉄也　　有本　尚紀
新井　麻葵　　小畑　沙織
石津　　吏　　境　　敬行　　岡部　幸人
盛永　英明　　小泉　葉子　　井澤　英基
江頭　　昴　　藤　敬一郎　　森山　純年
木田　浩貴　　山時　美央　　田中　照久
森　　菜穂
田中　照久
中島　正和　　山田　忠英

スカウトキャラバン
■ 大 会 会 長

■ 大会副会長

■ 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

■ ロービング
　アンパイア

■ 安 全 管 理

山東　昭子

藤沼　敏則

荒井　英樹

田村　伸也
太田　耕造
小野修七郎

井上　丈士

平沢　　潤
石津　　吏
村雲　重夫
山時　美央

日本女子
テニス連盟
福岡県支部

井上　丈士

トーナメント

品　　名 商  品  名 社　　　名

ウエア
ボール

ヨネックス
ブリヂストン

ヨネックス株式会社
ブリヂストンスポーツ株式会社

法人賛助会員 ミズノ株式会社
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
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
株式会社ナイキジャパン
株式会社ダンロップスポーツマーケティング
スポーツサーフェス株式会社

株式会社テニック
ペイントマノン
HEAD Japan 株式会社
富岡葡萄農園
アメアスポーツジャパン株式会社
株式会社ゴーセン
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