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協 　　 賛　　 株式会社 ダンロップスポーツマーケティング
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レフェリー 富崎　正文
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[　大会日程及び会場　] ＊下記時間までにご集合ください。

種　　目    種　　別
８才以下

10才以下

12才以下

14才以下

16才以下

＊予選リーグ　及び　決勝トーナメント （リーグ戦１位のみ）

[　大会注意事項　]

　１．ドロー（組合せ）は当日会場にて発表します。
　２．別添の新型コロナウイルス感染防止対策注意事項をご確認いただき、
　　　大会当日の受付時に同意書を提出してください。
　３．受付時間の締切は上記の表の時間です。各クラスとも開始式後に試合を開始します。
　４．参加料（２、０００円）は大会当日受付で納入ください。 登録料は不要です。
　５．天候等により、大会日程、試合方法を変更する場合がありますので、ご注意下さい。
　　　当日の天候にかかわらず、必ず会場に集合下さい。

　７．試合方法　　　☆全種目　予選リーグ後　決勝トーナメント　
　　　　　　　　　　　　☆全試合  ４ゲーム先取（ノーアド）
　　　　　　　　　　　　☆全試合  セルフジャッジ

U８、U１０、U１２の試合には、各コートに補助員が入ることがあり、
万一の場合のルール、スコアのサポートをする予定です。
Ｕ１４、Ｕ１６の試合では、ロービングアンパイアが随時巡回予定です。

　８．試合進行はオーダーオブプレー（試合進行表）により行います。選手は大会本部で各自確認
　　　のうえ、コートにはいること。
　９．服装はテニスウェアか体操服（半袖、短パン、スコート等）とし、アンダーウェア着用は可とする。
　　　靴はテニスシューズか突起物がついていない滑らかな底の運動用シューズを使用して下さい。
１０．昼食は各自用意し、ゴミは各自持ち帰って下さい。
１１.　会場、施設利用のマナーを守ること。 （会場内禁煙など）
１２．大会使用球　Ｕ１２ ～ １６　ダンロップ セントジェームズ
　　　　　　　　　　Ｕ８  ・ Ｕ１０　グリーンボール

　　      問合せ先 佐賀県テニス協会
T E L  0952-20-0774
F A X  0952-20-0866
mail

　６．雨天時の場合、当日会場で発表します。

男子シングルス（C) - 8:30
女子シングルス（C） - 8:30

9:00女子シングルス（B）
9:00

-
9:00男子シングルス（A) -

 mail@saga-tennis.com

２ステージ

会場

男子シングルス（E) 10:00 -
女子シングルス（E） 10:30 -

男子シングルス（D) 8:30
女子シングルス（D） 9:00

唐津河畔公園テニスコート SAGAサンライズパーク

第２０回　ダンロップMMGジュニアテニストーナメント

2021/2/28 (日） 2021/2/28 (日）

＊本大会は新型コロナウイルス感染防止ガイドラインに沿って大会実施・運営致します。

新型コロナウイルス感染の状況によっては中止することもございますのでご了承ください。

女子シングルス（A） -
男子シングルス（B) -

-

-



B 10才以下 B 10才以下

名前 所属 学年 名前 所属 学年

1 力武　郁磨 木下庭球塾 3 1 前山　初音 木下庭球塾 3

2 池田　大瑛 木下庭球塾 3 2 岩野　琴葉 木下庭球塾 3

3 小森　太郎 木下庭球塾 3 3 島　梓稀 東与賀Jr 3

4 三浦　瑛介 佐賀GTC 3 4 河野　里佳 グラスコート佐賀 3

5 立本　悠人 GCSアカデミー 3 5 真島　奏 GCSアカデミー 2

6 坂井　陽 城内ジュニア 4 6 徳永　杏奈 七山ジュニア 4

7 渕上　大希 城内ジュニア 3 7 仲里　悠花 城内ジュニア 3

8 西　浄志 IDS 3 8 野田　彩空 TSK 3

9 中原　伯 TSK 2

10 別府　航太 TSK 2

11 須賀　大芽 太閤TC 1

12 佐々木　颯人 太閤TC 1

第２０回　ダンロップMMGジュニアテニストーナメント

２ステージ参加者リスト

男子 女子

（順不同）



C 12才以下 C 12才以下

名前 所属 学年 名前 所属 学年

1 小池　一成 MJ 4 1 西　紀星 太閤TC 4

2 小川　晴琉 太閤TC 5 2 加賀原　咲良 太閤TC 4

3 平田　千隼 太閤TC 5 3 石松　凜夏 ジョイパーク 4

4 重松　健人 ジョイパーク 4 4 福井　七海 木下庭球塾 4

5 岩野　左京 木下庭球塾 5 5 高木　咲來 Team S.C 年長

6 北川　潤 木下庭球塾 5 6 瓜生　桜子 佐賀GTC 6

7 小栁　慶悟 木下庭球塾 5 7 瓜生　桃子 佐賀GTC 6

8 木下　仁 木下庭球塾 5 8 庄野　由夏 佐賀GTC 5

9 御厨　清士朗 神埼ジュニア 4 9 宮崎　杏梨 佐賀GTC 4

10 小林　真 ITS九州 6 10 峰松　沙世 佐賀GTC 4

11 宮田　颯也 ファインヒルズJr 4 11 久保　稀乃香 ラフ 3

12 中尾　宗介 佐賀GTC 3 12 坂井　花凪 城内ジュニア 5

13 田渕　光 佐賀GTC 4 13 乗田　楓 TSK 4

14 中園　青万 神埼Jr 4 14 森本　しおり TC三日月 6

15 寺田　郁哉 太閤TC 5 15 中溝　日菜子 TC三日月 6

16 渕上　陽生 城内ジュニア 5

17 松本　幸志郎 城内ジュニア 5

18 石崎　康太郎 城内ジュニア 5

19 渡辺　日向 ファミリーTS 5

20 黒川　峻矢 TSK 5

21 黒川　凌矢 TSK 5

22 別府　誠太 TSK 4

23 中溝　航太朗 TC三日月 6

24 江頭　蒼来 TC三日月 5

25 吉永　航 TC三日月 5

26 横田　隼人 TC三日月 5

27 石田　涼 TC三日月 4

第２０回　ダンロップMMGジュニアテニストーナメント

２ステージ参加者リスト

男子 女子

（順不同）



D 14才以下 D 14才以下

名前 所属 学年 名前 所属 学年

1 岡崎　遼馬 MJ 6 1 井本　花琳 太閤TC 中1

2 前田　真征 太閤TC 中1 2 西　悠伽 太閤TC 中1

3 麻生　敦樹 太閤TC 6 3 宮田　真湖 太閤TC 中1

4 山口　千尋 ジョイパーク 中1 4 横山　空 太閤TC 6

5 永石　翔真 ジョイパーク 中1 5 加賀原　萌々 太閤TC 6

6 石田　路可 ジョイパーク 中1 6 西久保　茉央 GCSアカデミー 中1

7 江頭　康太 ジョイパーク 中1 7 諸隈　照 城北中 中1

8 豊田　優也 木下庭球塾 中２ 8 山内　衣織 城北中 中1

9 宮崎　祥悟 城北中 中1 9 西久保　直心 城北中 中1

10 多々良　悠人 城北中 中1 10 佐藤　璃里 城北中 中1

11 小山　将生 ITS九州 6 11 熊谷　ありさ 城北中 中1

12 徳永　陽 七山ジュニア 中1 12 大坪　美月 城北中 中1

13 江副　巧規 やまとジュニア 中1 13 植木　美有 附属中 中1

14 立石　湊空 やまとジュニア 中1 14 野中　萌峯 附属中 中1

15 松尾　拓真 やまとジュニア 6 15 百武　ふわり 附属中 中1

16 山本　悠慎 やまとジュニア 5 16 伊東　理乃 附属中 中1

17 中川　航希 やまとジュニア 6 17 宮崎　日葵 佐賀GTC 6

18 宇高　琉生 やまとジュニア 6 18 佐藤　めぐみ 致遠館中 中1

19 峰松　慶樹 武雄青陵中 中１ 19 渕上　舞衣 致遠館中 中1

20 徳永　雄太 武雄青陵中 中１ 20 今村　心咲 致遠館中 中1

21 中野　仁貴 GCSアカデミー 6 21 貞包　紗希 致遠館中 中1

22 北村　瑠貴亜 GCSアカデミー 6 22 佐藤　奈菜 致遠館中 中1

23 石橋　侑真 武雄青陵中 中１ 23 原　実乃凛 致遠館中 中1

24 中山　大雅 武雄青陵中 中１ 24 古賀　満帆 致遠館中 中1

25 久野　薫風 TSK 6 25 川上　真廣 致遠館中 中1

26 木原　綾佑 TSK 6 26 冨安　陽菜 成穎中 中1

27 堀　隼人 成穎中 中２ 27 久保　柚希 成穎中 中１

28 藤本　一稀 成穎中 中２ 28 林　茉里奈 成穎中 中１

29 本島　侑樹 成穎中 中２ 29 伊東　美音 神埼中 中１

30 牟田　惺 成穎中 中２ 30 詫間　陽 神埼中 中１

31 百武　拓哉 成穎中 中１ 31 松本　華怜 神埼中 中１

32 百武　億人 成穎中 中１ 32 石田　莉央 TC三日月 6

33 後藤　歩希 成穎中 中１ 33 古賀　日陽 TC三日月 6

34 岩谷　悠杜 成穎中 中１

35 谷口　慧 成穎中 中１

36 西村　昌晃 成穎中 中１

37 内田　歩夢 神埼中 中２

38 辻　蘭丸 神埼中 中２

２ステージ参加者リスト

（順不同）

男子 女子

第２０回　ダンロップMMGジュニアテニストーナメント



E 16才以下 E 16才以下

名前 所属 学年 名前 所属 学年

1 長谷　梨功 太閤TC 中２ 1 宮﨑　桃花 太閤TC 中２

2 庄野　巽大 太閤TC 中２ 2 宮﨑　叶 太閤TC 中２

3 吉原　悠登 城北中 中２ 3 小栁　心優 太閤TC 中２

4 永尾　陽大 香楠中 中２ 4 山口　那智 太閤TC 中２

5 中川　凜人 香楠中 中２ 5 猿渡　美希 太閤TC 中２

6 山内　恒我 香楠中 中２ 6 上村　未來 香楠中 中３

7 池田　陸穂 香楠中 中２ 7 江下　舞乃 香楠中 中３

8 髙尾　柊也 香楠中 中２ 8 髙村　優名 香楠中 中２

9 佐々木　琢将 香楠中 中２ 9 田中　佑穂 香楠中 中２

10 北村　叶 致遠館中 中２ 10 中川原　雪姫 香楠中 中２

11 上野　宗一郎 東与賀Jr 中２ 11 武富　咲奈 香楠中 中２

12 永田　耕太郎 附属中 中２ 12 野田　侑里 香楠中 中２

13 伊藤　空 武雄青陵中 中２ 13 永石　恭愛 城北中 中2

14 塚原　康晴 致遠館中 中２ 14 北川　蓮菜 城北中 中2

15 綿谷　勇輝 致遠館中 中２ 15 𫝆泉　青季 武雄青陵中 中2

16 平井　大貴 致遠館中 中２ 16 藤村　悠花 武雄青陵中 中2

17 寺崎　壮太 致遠館中 中２ 17 木村　妃芙 武雄青陵中 中2

18 宮地　仙太郎 武雄青陵中 中２ 18 鷲崎　美月 東与賀Jr 中2

19 青木　知博 成穎中 中２ 19 冨吉　咲笑 東与賀Jr 中2

20 戸上　雅文 成穎中 中２ 20 田中　千花子 附属中 中2

21 菊池　拓真 成穎中 中２ 21 古賀　倫子 附属中 中2

22 德山　喜一 成穎中 中２ 22 山内　結布 附属中 中2

23 川﨑　健太郎 成穎中 中２ 23 宮崎　ゆき代 附属中 中2

24 國谷　樹 成穎中 中２ 24 江副　杏紬 やまとジュニア 中２

25 宮原　尚 成穎中 中２ 25 松尾　和佳 やまとジュニア 中２

26 川口　諒隼 成穎中 中２ 26 河野　心美 ジョイパーク 中２

27 熊本　風雅 神埼中 中２ 27 西　莉央奈 IDS 中２

28 田中　音碧 神埼中 中２ 28 永渕　由利子 成穎中 中２

29 中園　侑万 神埼中 中２ 29 江頭　葉奈子 成穎中 中２

30 吉原　仁 神埼中 中２ 30 下田　このみ 成穎中 中２

31 東　駿汰 神埼中 中２ 31 永渕　仁菜 成穎中 中２

32 野田　海人 神埼中 中２ 32 永嶋　淑弓 成穎中 中２

33 寺崎　雄大 神埼中 中２ 33 中山　琴美 神埼中 中２

34 本田　蒼太 神埼中 中２ 34 青木　景 神埼中 中２

35 山口　未衣那 神埼中 中２（順不同）

第２０回　ダンロップMMGジュニアテニストーナメント
２ステージ参加者リスト

男子 女子
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