


 〔 大会日程 〕

　

　

 〔 受付時間 〕 3月2日（土）　 男子シングルス：  8:15まで。 ＊２日(土)は森林公園でのイベント開催の為

女子シングルス：  9:30まで。 　会場を総合グラウンドに変更しました

グリーンボール男子　10:45まで. 　集合時間には必ずご集合下さい。

グリーンボール女子　10:45まで.

ダブルス　13:00まで

3月3日（日）　　　　 男女シングルス　SF及び順位決定 8:30まで 

男女グリーンボール　SF及び順位決定 10:30まで.

 〔 会　　場 〕 3月2日（土）～3日（日）：佐賀県立総合グラウンドテニスコート

参加料、シングルス１名2,600円（ﾜﾝｺｲﾝ制度）、ダブルス１組2,500円を大会本部で納入してください。

グリーンボールシングルスは１名2,500円を大会本部で納入してください。

本大会は2019年度最初の大会となりますので選手は全員ジュニア登録料1,000円を受付で納入してください。

また、JPIN登録用の個人登録同意書とドーピング検査親権者同意書を受付時に必ず提出してください。

　　　※ドーピング検査親権者同意書は、昨年提出済の選手は提出不要です。

1. 雨天の場合順延することがありますが、雨天でも全員集合してください。

（電話での問い合わせはできません）

2. 試合進行はオ-ダ-オブプレ-によりおこないます。15分経過後もコ-トに入らない場合は、

棄権とすることがあります。本部の進行板及び公式掲示板に注意して下さい。

3. 試合方法は男女ともQFまでは1セットマッチ（6ゲームオール後タイブレーク）

SF・Fは3セットマッチ（6ゲームオール後タイブレーク）

ダブルスは全て1セットマッチ（6ゲームオール後タイブレーク）

グリーンボールはQFまで1セットマッチ（6ゲームオール後タイブレーク）。

SF・Fは8ゲームプロセット（8ゲームオール後タイブレーク）

試合は、第１ゲーム終了後は、休憩せず、エンドを交代する。

第3ゲーム終了時のエンド交代時から休憩がとれる。

4. 審判はセルフジャッジでおこないます。（大きい声でジャッジとカウントを！）

5. 試合球はブリヂストン　ＸＴ８　(初戦・SF・Fはニュ-ボ-ル、その他はセットボ-ル)

グリーンボールはブリヂストングリーンボールを使用。

6. ウォ－ミングアップはサ－ブ４本です。(但しSF・Fは3分間の練習あり）

7. テニスウエアを着用して下さい。

8. 雨天等やむをえない事情により、日程・会場・試合方法を変更することがあります。

9. 当予選大会の上位者は、平成31年度の全国小学生テニス選手権九州地域予選（2019年     

 5月３日（金・祝）～６日（月・振休）於 大分）の選考資料とします。

九州大会出場枠（予定人数）：男女シングルス2名、男女ダブルス2組、ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞｰﾙ男女4名。

※　　練習コ－トはありません。

大会当日緊急電話番号 ０９０－１７４５－２１６５ 佐賀県テニス協会

ジュニア委員長　小島 TEL：　0952-20-0774

FAX：　0952-20-0866

E-Mail:mail@saga-tennis.com

予備日
男子ダブルス

　会場・施設利用のマナーを厳守のこと。

女子ダブルス

男子グリーンボール

女子グリーンボール

〔大会注意事項〕

　会場にはごみ箱がありません。ごみは必ず持ち帰って下さい。

1R～F

佐賀県予選大会2019

全国小学生テニス選手権大会九州地域予選

女子シングルス

男子シングルス

3月2日（土）

1R～QF

1R～QF

3月9日（土）

1R～F

1R～QF

1R～QF

3月3日（日）

SF・F・3位決定・順位決定

SF・F・3位決定・順位決定

SF・F・3位決定・順位決定

SF・F・3位決定・順位決定



第37回全国小学生テニス選手権大会九州地域予選　佐賀県予選
BS12
日付 郡市区町村 Website

印刷済: 2019/02/27 21:37:47
所属団体 Round 1

1 若楠小６年 五十嵐 淳  [1]
2  Bye 1
3 竹木場小５年 井本 左近
4 春日小６年 立石 湊空
5  Bye 17
6 附属小５年 草野 駿一郎
7  Bye 15
8 兵庫小５年 瀬尾 朔太朗
9 明倫小５年 中原 理翔

10  Bye 9
11 麓小６年 野中 稜輝
12  Bye 24
13  Bye 25
14 赤松小６年 山口 千尋
15  Bye 7
16 弥生が丘小６年 前田 健伸
17 高木瀬小６年 田之上 奥紀
18  Bye 3
19 附属小４年 森 篤輝
20  Bye 29
21  Bye 20
22 鳥栖北小５年 小山 将生
23  Bye 13
24 朝日小６年 野本 羽玖
25 本庄小６年 黒嶋 天晴
26  Bye 11
27 長松小６年 渡辺 璃久
28  Bye 21
29 麓小６年 真島 啓志郎
30  Bye 37
31  Bye 5
32 若楠小４年 諸隈 開
33 高木瀬小６年 中村 健輔
34  Bye 6
35 日新小５年 三浦 宗介
36  Bye 27
37  Bye 22
38 附属小６年 深川 夢陸
39  Bye 12
40 大坪小５年 横村 淳気
41 七山小６年 徳永 陽
42  Bye 14
43 附属小５年 庭木 尊成
44  Bye 19
45 附属小５年 西村 悠太郎
46 春日北小５年 松尾 拓真
47  Bye 4
48 明倫小５年 光武 拓海
49 麓小６年 宮田 蒼來
50  Bye 8
51 附属小５年 田畠 玄太郎
52  Bye 26
53  Bye 23
54 高木瀬小６年 島 豪稀
55  Bye 10
56 神野小５年 室屋 太一
57 浜崎小６年 重松 広希
58  Bye 16
59 本庄小６年 小池 和正
60  Bye 18
61 春日北小６年 江副 巧規
62 上峰小６年 秦 成一
63  Bye 2
64 附属小５年 池田 武嶺  [2]

Round 2

五十嵐 淳 [1]

草野 駿一郎

瀬尾 朔太朗

中原 理翔

野中 稜輝

山口 千尋

前田 健伸

田之上 奥紀

森 篤輝

小山 将生

野本 羽玖

黒嶋 天晴

渡辺 璃久

真島 啓志郎

諸隈 開

中村 健輔

三浦 宗介

深川 夢陸

横村 淳気

徳永 陽

庭木 尊成

光武 拓海

宮田 蒼來

田畠 玄太郎

島 豪稀

室屋 太一

重松 広希

小池 和正

池田 武嶺  [2]

Round 3 Quarterfinals Semifinals

順位  3-4

Final

# シード選手

1 五十嵐 淳

2 池田 武嶺

# 補欠 Replacing ドロー日時

 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名



第37回全国小学生テニス選手権大会九州地域予選　佐賀県予選
BS12 - 順位 5-8
日付 郡市区町村 Website

印刷済: 2019/02/27 21:37:47
Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals

順位  5-8

Final

順位  7-8

勝者

# シード選手

1 五十嵐 淳

2 池田 武嶺

# 補欠 Replacing ドロー日時

 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名



第37回全国小学生テニス選手権大会九州地域予選　佐賀県予選
GS12
日付 郡市区町村 Website

印刷済: 2019/02/27 21:37:47
所属団体 Round 1

1 弥生が丘小６年 草場 椎奈  [1]

2  Bye 1

3 開成小６年 森 ゆずか

4 加唐小６年 西 悠伽

5 大志小６年 増本 心海

6 高木瀬小５年 古川 瑛

7  Bye 7

8 竹木場小６年 井本 花琳

9 外町小６年 田嶋 和香奈

10  Bye 3

11 大志小６年 宮田 真湖

12 若楠小６年 諸隈 照

13 久保泉小６年 佐藤 めぐみ

14 鏡山小５年 吉田 ひまり

15  Bye 5

16 高木瀬小５年 山本 楓

17 外町小５年 小宮 空

18  Bye 6

19 加唐小５年 西 里望

20 朝日小５年 松尾 朋花

21 長松小５年 加賀原 萌々

22 附属小６年 田代 祐乃

23  Bye 4

24 高木瀬小５年 川内 梨央  [3]

25 大志小６年 宮田 亜湖

26  Bye 8

27 竹木場小６年 井本 璃子

28 神野小６年 諌山 葵

29 高木瀬小５年 田中 百佳

30 大志小６年 古川 紗希

31  Bye 2

32 西唐津小６年 大友 真月  [2]

Round 2

草場 椎奈  [1]

井本 花琳

田嶋 和香奈

山本 楓

小宮 空

川内 梨央  [3]

宮田 亜湖

大友 真月  [2]

Quarterfinals Semifinals

順位  3-4

Final

# シード選手

1 草場 椎奈

2 大友 真月

3 川内 梨央

# 補欠 Replacing ドロー日時

 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名



第37回全国小学生テニス選手権大会九州地域予選　佐賀県予選
GS12 - 順位 5-8
日付 郡市区町村 Website

印刷済: 2019/02/27 21:37:47
Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

順位  5-8

Final

順位  7-8

勝者

# シード選手

1 草場 椎奈

2 大友 真月

3 川内 梨央

# 補欠 Replacing ドロー日時

 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名



2019九州小学生ダブルス選手権　佐賀県予選
BD12
日付 郡市区町村 Website

印刷済: 2019/02/27 23:01:46
所属団体 Round 1

1 若楠小６年

高木瀬小６年 中村 健輔  [1]
五十嵐 淳

2  Bye 1

3 麓小６年

弥生が丘小６年 前田 健伸

真島 啓志郎

4 附属小６年

附属小４年 山内 昌空

深川 夢陸

5 鳥栖北小５年

明倫小５年 中原 理翔

小山 将生

6  Bye 3

7 附属小４年

附属小５年 庭木 尊成

森 篤輝

8 春日小６年

春日北小５年 松尾 拓真

立石 湊空

9 附属小５年

附属小５年 田畠 玄太郎

草野 駿一郎

10 春日北小６年

神野小５年 室屋 太一

江副 巧規

11 本庄小６年

本庄小６年 小池 和正

黒嶋 天晴

12 高木瀬小６年

鍋島小４年 安藤 祐基

田之上 奥紀

13 浜崎小６年

大志小４年 平田 千隼

重松 広希

14 麓小６年

麓小６年 宮田 蒼來

野中 稜輝

15  Bye 2

16 若楠小４年

附属小５年 池田 武嶺  [2]
諸隈 開

Quarterfinals

中村 健輔  [1]
五十嵐 淳

中原 理翔

小山 将生

池田 武嶺  [2]
諸隈 開

Semifinals Final

順位  3-4

勝者

# シード選手

1 中村 健輔

五十嵐 淳

2 池田 武嶺

諸隈 開

# 補欠 Replacing ドロー日時

 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名



2019九州小学生ダブルス選手権　佐賀県予選
GD12
日付 郡市区町村 Website

印刷済: 2019/02/27 23:01:46
所属団体 Round 1

1 弥生が丘小６年

西唐津小６年 大友 真月  [1]
草場 椎奈

2  Bye 1

3 大志小６年

大志小６年 宮田 亜湖

宮田 真湖

4 若楠小６年

附属小６年 田代 祐乃

諸隈 照

5 大志小４年

鏡山小３年 吉田 りんか

青山 花稟

6  Bye 3

7 加唐小６年

竹木場小６年 井本 花琳

西 悠伽

8 高木瀬小５年

久保泉小６年 佐藤 めぐみ

古川 瑛

9 加唐小５年

竹木場小６年 井本 璃子

西 里望

10 大志小６年

大志小６年 古川 紗希

増本 心海

11  Bye 4

12 外町小４年

外町小６年 田嶋 和香奈  [3]
田嶋 愛由奈

13 神野小６年

開成小６年 森 ゆずか

諌山 葵

14 外町小５年

長松小５年 加賀原 萌々

小宮 空

15  Bye 2

16 高木瀬小５年

高木瀬小５年 山本 楓 [2]
川内 梨央

Quarterfinals

大友 真月  [1]
草場 椎奈

吉田 りんか

青山 花稟

田嶋 和香奈  [3]
田嶋 愛由奈

山本 楓  [2]
川内 梨央

Semifinals Final

順位  3-4

勝者

# シード選手

1 大友 真月

草場 椎奈

2 山本 楓

川内 梨央

3 田嶋 和香奈

田嶋 愛由奈

# 補欠 Replacing ドロー日時

 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名



2019九州小学4年生テニス選手権　佐賀県予選
BS10
日付 郡市区町村 Website

印刷済: 2019/02/27 23:34:09
所属団体 Round 1

1 鍋島小４年 安藤 祐基  [1]

2  Bye 1

3 二里小２年 力武 郁磨

4 附属小４年 山内 昌空

5  Bye 9

6 武雄小４年 北川 潤

7 赤松小４年 石崎 康太郎

8  Bye 26

9 嬉野小４年 黒川 峻矢

10  Bye 3

11 赤松小３年 坂井 陽

12  Bye 13

13  Bye 12

14 兵庫小４年 松本 幸志郎

15  Bye 5

16 東山代小４年 岩野 左京

17 附属小４年 渕上 陽生

18  Bye 6

19 嬉野小４年 黒川 凌矢

20  Bye 11

21  Bye 14

22 東山代小４年 金子 淳之介

23  Bye 4

24 諸富北小３年 重松 健人

25 玄海小４年 小川 晴琉

26  Bye 8

27 武内小４年 小栁 慶悟

28  Bye 10

29 東山代小４年 木下 仁

30  Bye 18

31  Bye 2

32 大志小４年 平田 千隼  [2]

Round 2

安藤 祐基  [1]

北川 潤

石崎 康太郎

黒川 峻矢

坂井 陽

松本 幸志郎

岩野 左京

渕上 陽生

黒川 凌矢

金子 淳之介

重松 健人

小川 晴琉

小栁 慶悟

木下 仁

平田 千隼  [2]

Quarterfinals Semifinals

順位  3-4

Final

# シード選手

1 安藤 祐基

2 平田 千隼

# 補欠 Replacing ドロー日時

 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名



2019九州小学4年生テニス選手権　佐賀県予選
BS10 - 順位 5-8
日付 郡市区町村 Website

印刷済: 2019/02/27 23:34:09
Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

順位  5-8

Final

順位  7-8

勝者

# シード選手

1 安藤 祐基

2 平田 千隼

# 補欠 Replacing ドロー日時

 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名



2019九州小学4年生テニス選手権　佐賀県予選
GS10
日付 郡市区町村 Website

印刷済: 2019/02/27 23:34:09
所属団体 Round 1

1 外町小４年 田嶋 愛由奈  [1]

2  Bye 1

3 大坪小３年 福井 七海

4 加唐小３年 西 紀星

5 附属小３年 田代 祐唯

6  Bye 3

7 鳥栖北小３年 小山 芽衣

8 朝日小２年 久保 稀乃香

9 赤松小４年 坂井 凪

10 大山小２年 前山 初音

11  Bye 4

12 鏡山小３年 吉田 りんか [3]

13 麓小３年 真島 麻多凜

14 七山小３年 徳永 杏奈

15  Bye 2

16 大志小４年 青山 花稟  [2]

Quarterfinals

田嶋 愛由奈  [1]

田代 祐唯

吉田 りんか  [3]

青山 花稟  [2]

Semifinals

順位  5-8

Final

順位  3-4

順位  7-8

勝者

# シード選手

1 田嶋 愛由奈

2 青山 花稟

3 吉田 りんか

# 補欠 Replacing ドロー日時

 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名


