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協　　賛

後　　援

公　　認

期　　日

会　　場

種　　目

試合方法

参加資格

申込期日

ドロー会議

使 用 球

審　　判

参 加 費

決勝は3セットマッチ(6-6後タイブレーク)

1R～SFは8ゲームプロセットマッチ(8-8後タイブレーク)

順位戦は1セットマッチ(6-6後タイブレーク)

※天候等で屋外コートが使用できない場合、試合方法を変更する場合があります。

各種目8名によるトーナメント方式

1名3,500円

※当日会場にて支払いください。

平成30年11月 4日(日)　17:00 迄

セルフジャッジ

15歳以下男・女シングルス(2003年1月1日以降出生した者)

(一社)静岡県クラブジュニアテニス連盟(SCJTF)

㈱ダンロップスポーツマーケティング

静岡県テニス協会・浜松市テニス協会

平成30年12月1日(土)・2日(日)

1日(土)：女子全種目   2日(日)：男子全種目

静岡県テニス協会

平成30年11月 9日(金)　16:00より　竜南テニスクラブにて

〈　開 催 要 項　〉

第35回

SCJTF選抜ジュニアテニス選手権大会

各種目共SCJTF加盟団体に所属し、選考基準に該当する者(別紙参照)

SRIXON

浜松市営花川運動公園庭球場(砂入り人工芝　屋根付4面・屋外4面)

11歳以下男・女シングルス(2007年1月1日以降出生した者)

13歳以下男・女シングルス(2005年1月1日以降出生した者)

【アドレス】　SCJTFentry@yahoo.co.jp

申込方法 所属団体責任者は所定のエントリーフォームを使用し、下記のメールアドレスに

申し込みください。



4、 2018 スプリングジュニア『Aトーナメント』 14歳以下優　勝

10、 2018 スプリングジュニア『Aトーナメント』 14歳以下準優勝

2018

2018

15歳以下準優勝

15歳以下準優勝

3、 2018 沼津ジュニア 14歳以下優　勝

7、 2018 サマージュニア『Aトーナメント』 13歳以下優　勝

オータムジュニア『Aトーナメント』

サマージュニア『Aトーナメント』

8、 2018

15歳以下優　勝

サマージュニア『Aトーナメント』 15歳以下優　勝

クラブジュニア選手権

第35回SCJTF選抜ジュニアテニス選手権大会《出場選手選考基準》

各種目共出場選手8名を下記基準より選考

(記)

【15歳以下】

1、 2018

2018

2018

2017

16歳以下優　勝

16歳以下準優勝

16歳以下優　勝

15歳以下優　勝

3、 2018

スプリングジュニア『Aトーナメント』

16歳以下優　勝

7、

8、

クラブジュニア選手権

クラブジュニア選手権

沼津ジュニア

オレンジジュニア

オータムジュニア『Aトーナメント』

オレンジジュニア

2018

2、

4、

5、

6、

2018

2018

2018

2017

10、

16歳以下第 3位

沼津ジュニア 16歳以下準優勝

2、 2018 クラブジュニア選手権 14歳以下準優勝

　連盟推薦選手
※出場選手数に満たない場合は、8～13の項目を1ランク下げて選考する。

【13歳以下】

1、 2018 クラブジュニア選手権 14歳以下優　勝

14、

9、

11、

12、

13、

2018 スプリングジュニア『Aトーナメント』 16歳以下準優勝

15歳以下準優勝

クラブジュニア選手権 14歳以下第 3位

5、 2017 オレンジジュニア 13歳以下優　勝

6、 2018 オータムジュニア『Aトーナメント』 13歳以下優　勝

12、 2018 オータムジュニア『Aトーナメント』 13歳以下準優勝

13、 2018 サマージュニア『Aトーナメント』 13歳以下準優勝

9、 2018 沼津ジュニア 14歳以下準優勝

11、 2017 オレンジジュニア 13歳以下準優勝

14、 　連盟推薦選手
※出場選手数に満たない場合は、8～13の項目を1ランク下げて選考する。

【11歳以下】

1、 2018 クラブジュニア選手権 12歳以下優　勝

5、 2017 オレンジジュニア 11歳以下優　勝

6、 2018 オータムジュニア『Aトーナメント』 11歳以下優　勝

2、 2018 クラブジュニア選手権 12歳以下準優勝

3、 2018 沼津ジュニア 12歳以下優　勝

4、 2018 スプリングジュニア『Aトーナメント』 12歳以下優　勝

9、 2018 沼津ジュニア 12歳以下準優勝

11、 2017 オレンジジュニア 11歳以下準優勝

7、 2018 サマージュニア『Aトーナメント』 11歳以下優　勝

8、 2018 クラブジュニア選手権 12歳以下第 3位

10、 2018 スプリングジュニア『Aトーナメント』 12歳以下準優勝

14、 　連盟推薦選手
※出場選手数に満たない場合は、8～13の項目を1ランク下げて選考する。

12、 2018 オータムジュニア『Aトーナメント』 11歳以下準優勝

13、 2018 サマージュニア『Aトーナメント』 11歳以下準優勝



3　 位 伝　　強志 佐鳴台LTC 伊藤　真歩 佐鳴台LTC
4　 位 大場　海世 Wish TC 阿部友莉奈 Wish TC

優　勝 佐藤　夏向 あおやま庭球塾 加藤　　由 アクトSC
準優勝 松井慎之助 NWTC 小栗　世渚 ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀ

【12歳以下男子A】 【12歳以下女子A】
順　位 選手名 所　属 選手名 所　属

3　 位 山本　響貴 S.T.A.C 藤本　舞衣 ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀ
4　 位 佐々木洸貴 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙTC 水野　結葉 アイTC

優　勝 藤堂　哲也 ブレスGTC 守屋　希那 ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀ
準優勝 井上　正貴 静清GTC 小和田なな 城南静岡中高

【14歳以下男子A】 【14歳以下女子A】
順　位 選手名 所　属 選手名 所　属

3　 位 太田　理貴 Wish TC 水口雅宥子 アクトSC
4　 位 藤田　透伍 丹那TC 村松茉優佳 ドリームTA

優　勝 大西　洋平 Wish TC 中山　友里 丹那TC
準優勝 佐藤　徹平 丹那TC 佐野　柚葵 TAS

【12歳以下女子】【12歳以下男子】

準優勝 大西　陽也 Ohara TC 池谷　月花 ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀ
3　 位 田中　蒼大 ウンノST
4　 位 春日　　韻 S.T.A.C 鈴木香漣(Wish)･加藤由(ｱｸﾄ)

《3位戦中止》

順　位 選手名 所　属 選手名 所　属
優　勝 宇野　彰剛 Wish TC 里　　菜央 アクトSC

3　 位 菅沼　慶太 ミナミTC 二宮　茉子 佐鳴台LTC

優　勝 石埜　光輝 佐鳴台LTC 櫻田しずか アクトSC
準優勝 塩崎　凱世 一藤庭球会 小池　芽衣 アイTC

丹那TC
準優勝 勝山　倖誠 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙTC 稲葉　梨莉 アクトSC
3　 位 大場　巧士 Wish TC 中村　友香 丹那TC

優　勝

順　位 選手名 所　属 選手名 所　属

【16歳以下女子】
順　位 選手名 所　属 選手名 所　属

準優勝 諏訪　凌成 藤枝New青葉 鈴木　香漣 Wish TC
3　 位

2018　スプリングジュニア結果

【16歳以下男子A】 【16歳以下女子A】
順　位 選手名 所　属 選手名 所　属

三坂　悠真

2017　オレンジジュニア結果

清水LTC

【14歳以下女子】【14歳以下男子】

選手名 所　属 選手名 所　属
古牧　卓真 あおやま庭球塾

選手名 所　属
石埜　光輝 佐鳴台LTC 櫻田しずか アクトSC

小池　芽衣 アイTC
後藤　健太

選手名

丹那TC

順　位

3　 位

優　勝

準優勝 塩崎　凱世 ｱｽﾙｸﾗﾛ沼津

順　位 選手名 所　属

石橋　尚之 Wish TC

二宮　茉子 佐鳴台LTC

優　勝

準優勝

伊藤　泉彩 竜南TC
村松　南奈 静岡市立高校
髙田　晴菜

里　　菜央 アクトSC

ブレスPTC 後藤　苺衣 Wish TC

3　 位 片山　　響 Wish TC
4　 位 太田　　仁 浜松工業高校 畑　　瑠香 ブレスGTC

4　 位 山本　響希 S.T.A.C 霜垣　花菜

Wish TC

順　位 選手名 所　属

2018　オータムジュニア結果

順　位 選手名 所　属 選手名 所　属
優　勝

【15歳以下男子A】 【15歳以下女子A】

所　属 順　位 選手名 所　属 選手名 所　属
優　勝 春日　　韻 S.T.A.C

藤田　透伍 丹那TC 中山　友里

2018　沼津ジュニア結果

【16歳以下男子】

準優勝

準優勝 諏訪　凌成 藤枝New青葉 葛西　紗葵 ミナミTC
3　 位 藤井　爽守 Wish TC 鈴木　香漣 Wish TC

3　 位

準優勝

順　位 選手名 所　属 選手名 所　属
【13歳以下女子A】【13歳以下男子A】

準優勝

3　 位

順　位 選手名 所　属 選手名 所　属
優　勝

【11歳以下男子A】 【11歳以下女子A】

3　 位

2018　クラブジュニア選手権結果

順　位 選手名 所　属 選手名 所　属

優　勝

優　勝 大西　洋平 Wish TC 鈴木　渚左 Wish TC
準優勝 太田　　仁 Wish TC 伊藤　泉彩 竜南TC

ｱｽﾙｸﾗﾛ沼津 櫻田しずか アクトSC

3　 位 中村　隆文 佐鳴台LTC 畑　　瑠香 ブレスGTC
4　 位 川合　貴斗 S.T.A.C 望月　咲良 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙTC

優　勝

準優勝 田原遼太郎 ミナミTC 小池　芽衣 アイTC
3　 位 石埜　光輝 佐鳴台LTC 二宮　茉子 佐鳴台LTC
4　 位 山本　響希 S.T.A.C 霜垣　花菜 清水LTC

優　勝 春日　　韻 S.T.A.C 里　　菜央 アクトSC

ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀ

アクトSC
3　 位 佐藤　徹平 丹那TC 髙田　晴菜 Wish TC

2018　サマージュニア結果

順　位 選手名 所　属 選手名 所　属
優　勝 大場　巧士 Wish TC 稲葉　梨莉 アクトSC

【15歳以下男子A】 【15歳以下女子A】

池谷　月花

4　 位 佐藤　徹平 丹那TC

順　位 選手名 所　属 選手名 所　属
【13歳以下女子A】【13歳以下男子A】

優　勝 後藤　健太 丹那TC 二宮　茉子 佐鳴台LTC
準優勝 露木　良太 丹那TC 里　　菜央 アクトSC
3　 位 中野　太陽 ブレスGTC 藤本　舞衣 ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀ
4　 位 畑　　碧音 ブレスGTC 山下穂乃佳 ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀ

選手名 所　属
優　勝 佐藤　夏向 あおやま庭球塾 小島　　詠 ブレスPTC

【11歳以下男子A】 【11歳以下女子A】
順　位 選手名 所　属

準優勝 松村　　怜 あおやま庭球塾 大井川鈴奈 ブレスPTC
3　 位 椎名　惇気 アクトSC 久米くらら 佐鳴台LTC
4　 位 池田　光希 NWTC 阿部友莉奈 Wish TC

第35回SCJTF選抜ジュニアテニス選手権大会《大会結果資料》

【15歳以下男子A】 【15歳以下女子A】

【13歳以下男子A】 【13歳以下女子A】

【11歳以下男子A】 【11歳以下女子A】

【16歳以下男子】 【16歳以下女子】

【14歳以下女子】【14歳以下男子】

【12歳以下男子】 【12歳以下女子】

順　位 選手名 所　属 選手名 所　属
塩崎　凱世

小池　芽衣

4　 位 藤井　爽守 Wish TC 池谷　月花 ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀ 4　 位 三坂　悠真 ブレスPTC

準優勝 藤田　透伍 丹那TC 櫻田しずか

4　 位

水野　結子 ブレスGTC

4　 位 吉村悠太郎 あおやま庭球塾

4　 位

4　 位

アイTC

4　 位 田原遼太郎 ミナミTC 山下穂乃佳 ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀ


