
１. 大 会 名 ：

２. 主 催 ： 富山県テニス協会

３. 主 管 ： 富山県テニス協会競技委員会

４. 公 認 ：

５. 後 援 ：

６. 協 賛 ：

７. 期 日 ： 小学生シングルス ・・・・・ ２０２０年４月　４（土）、５日（日）

中学生ダブルス ・・・・・ ２０２０年４月　４（土）

中学生シングルス ・・・・・ ２０２０年４月　４（土）、５日（日）

・・・・・ ２０２０年４月１１日（土）

８. 受 付 時 間 ： ４日小学生AM．９：００～９：１５までに済ませてください。

４日中学生AM．８：３０～８：４５までに済ませてください。

９. 会 場 ： 岩瀬スポーツ公園テニスコート

１０. 種 目 ： 小学生男子シングルス、 小学生女子シングルス

中学生男子シングルス、 中学生女子シングルス

中学生ダブルス

＊中学生はシングルスとダブルスのどちらか１種目のみのエントリーとなります。

１１. 競 技 規 則 ：

※服装はテニスウェア（短パン・スコート）着用のこと。

１２. 試 合 方 法 ：

当大会は選手によるSCU（ｿﾛ･ﾁｪｱ･ｱﾝﾊﾟｲｱ)を行う

単はＳＦより、3セットマッチとします。

１３. 使 用 球 ： ダンロップＡＯ

１４. 参 加 資 格 ： 富山県テニス協会に登録している者。

１５. 申 込 方 法 ： 所定の申込用紙に必要事項を記入し、郵送・FAX・持参・メールのいずれかで申込後、

到着確認の電話を必ず入れて下さい。（メール申込には締切10日前より返信いたします）

１６. 申 込 先 ： 〒939-2718　富山県富山市婦中町分田272-1　スポーツメイトアキレス内

　富山県テニス協会競技委員会　TEL：076-491-1386，FAX：076-495-6990

１７. 申 込 期 間 ： ２０２０年３月１日～２０２０年３月１４日（土）　ＰＭ５：００必着

１８. 参 加 料 ： 中学生シングルス：２，３００円、ダブルス：２，８００円

小学生シングルス：２，３００円

＊ワンコイン及びＪＰＩＮ運営経費含む

＊ＳＦ進出者は上記参加料以外に５００円を追加徴収します

１９. ド ロ ー 会 議 ：

２０. レ フ ェ リ ー ： 八ッ橋　幸代

２１. ア・レフェリー ：

２２. 競 技 役 員 ： 富山県テニス協会競技委員会、審判委員会

２３. そ の 他 ： 本大会は、北信越小学生・中学生選手権の県予選を兼ねる。

小学生・中学生とも、成績上位者が北信越大会に出場できる。

北信越小学生テニス選手権 ６月１３日～　１５日

北信越中学生テニス選手権 ５月２２日～　２５日

※　競技中の傷害等の応急処置は主催者側でも行いますが、その後の責任は負いません。

テニスルールは｢JTAテニスルールブック2020｣を準用します。

２０２０ 年度 富 山 県 春 季 小 ・ 中 学 生 テ ニ ス 選 手 権 大 会

２０２０年度　富山県春季小・中学生テニス選手権大会

予備日　　　

（砂入り人工芝）

（於：長野県）

（於：新潟県）

（一部ﾛｰｶﾙﾙｰﾙを採用します）

１セットマッチ（6-6後、タイブレーク）、セットブレイクルールを採用。

申込アドレス：　ｊｅｎｔｒｙ＠ｔｏｙａｍａ‐ｔｅｎｎｉｓ.jｐ

２０２０年３月２３日（月）

佐伯　ゆかり、高橋　好江

小学生のベスト８に進出した選手は北信越小学生団体戦の参加資格を得る。



注意事項

今大会は感染症予防のため選手ミーテイングは行いません。各自注意事項をよく読んでから参加してください。

選手の呼び出し等のアナウンスはしっかり聞くようにしてください。

・受付時間　　４日小学生9：00～9：15

　　　　　　　　　４日中学生8：30～8：45

・試合方法　４日（土）、1セットマッチ（6-6後タイブレーク）。

・５日（日）、小中学生共シングルスＳＦ・Ｆは３セットマッチ。

・試合方法は天候等で変更することがあります。

・ウォーミングアップは初戦3分以内、2R以降はｻｰﾋﾞｽ4本とする。

・審判は選手によるSCU（ソロチェアアンパイア）とする。選手は大きな声とジェスチャーで

　相手に分かるようにしてください。

・ボールはドロー№の若い選手が本部まで取りに来てください。

・使用球はダンロップAOです。

・勝者は結果を本部に速やかに報告してください。

・試合後の握手はなしで、お辞儀で挨拶を交わしてください。。

・ボールは敗者が持ち帰ってください。

・毎ゲームごとにスコアボードのスコアを変えてください。

・コートに入る時はテニスウェアで入場してください。

・結果報告以外は管理棟へ入らないようにしてください。

・試合が続く場合のレストは１セットマッチ10分以内、３セットマッチ30分以内とします。

・コート設営。コート整備は協力して行ってください。

・試合中はコート外からのアドバイス等はしてはいけません。

・感染症予防のため大会に参加する選手及び保護者、スタッフの皆様は、各自マスクを着用し手洗い、

　消毒を励行し集団で行動することを控える等各自が感染予防に努めてください。

・体調不良や発熱のある場合は、参加を自粛してください。

・当日朝に検温をしてきてください。

・今後情勢に変化があった場合大会の延期、中止等の連絡はホームページ上で連絡いたしますので

　確認してください。



富山県春季小学生テニス選手権大会

BS小学生
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   

1 M81724    
     布村 旺志朗 [1]

2     Bye   
     

3 M167112     
     

4      
     

5      
     

6      
       

7     Bye   
   田中 志門  

8 M167116     
     

9 M160937     
     中山 結貴  

10     Bye   
     

11 M172187     
     七澤 晄士朗  

12     Bye   
     

13      
     

14      
       

15     Bye   
   沼　 稀仁  

16      
     

17 M167114     
     岩崎 泰知 [3]  

18     Bye   
     

19 M160949     
     荒瀬 優真  

20     Bye   
     

21 M160931     
     

22      
       

23     Bye   
   小林 龍生  

24      
     

25      
     

26      
     

27      
     

28      
     

29      
     

30 M167113     
       

31     Bye   
   中川 蒼琉 [5]  

32 M161450     
     

33      
     石川 絢梧  

34     Bye   
     

35 M172172     
     

36 M141784     
       

37     Bye   
   釜谷 充希  

38 M142178     
     

39      
     

40 M160944     
     

41 M142175     
     草東 七施  

42     Bye   
     

43 M142193     
     

44 M142185     
     

45 M161672     
     

46 M160938     
       

47     Bye   
   髙林 直偉人 [4]  

48 M142188     
     

49 M160948     
     吉川 真央  

50     Bye   
     

51  M161480     
     

52      
       

53     Bye   
   野村 太希  

54 M142177     
     

55      
     

56 M141761     
     

57      
     植木 研吾  

58     Bye   
     

59      
     

60 M160950     
     

61      
     

62 M160930     
       

63     Bye   
   山崎 陽生 [2]  

64 M141777    

      

    順位 3-4   

      

      

     

BS小学生 - 順位 5-8
選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

     
    順位 5-8   
      
       
       
       
       
      
     
    順位 7-8   
      
      

     

    

舟橋小学校 登藤 遥生

呉羽小学校 山崎 陽生 [2]

2020/ 4/4・5

新庄北小学校 田村 夏樹

東明小学校 竹内 大空

荻浦小学校 藤井 良成

窪小学校 安藤 颯太

鵜坂小学校 原田 鉄平

生地小学校 植木 研吾

宇奈月小学校 柳原 大輝

中央小学校 里村 昂輝

定塚小学校 野村 太希

豊田小学校 成田 大貴

藤ノ木小学校 髙林 直偉人 [4]

奥田北小学校 吉川 真央

砺波東部小学校 齊藤 秀哉

西田地方小学校 勝田　 陽人

新保小学校 幸村 颯太

芝園小学校 小澤 英弥

宇奈月小学校 大田 一翔

新庄北小学校 草東 七施

舟橋小学校 大井 悠喜

蜷川小学校 東 蒼人

定塚小学校 釜谷 充希

砺波北部小学校 町田 進次朗

博労小学校 中川 蒼琉 [5]

新庄北小学校 石川 絢梧

針原小学校 伊野 輝龍

田中小学校 北島 旬

大島小学校 藤川 俊輝

水橋西部小学校 小林 龍生

富大付属小学校 福島 陸生

堀川南小学校 石田 大吾

奥田北小学校 荒瀬 優真

水橋西部小学校 堀田 煌士郎

富大付属小学校 遠藤 享惺

窪小学校 安藤 涼太

光陽小学校 沼　 稀仁

よつば小学校 岩崎 泰知 [3]

水橋西部小学校 中山 結貴

入善小学校 七澤 晄士朗

平米小学校 畠山 悠生

小杉小学校 道振 佑樹

黒部中央小学校 高村 日向

浜黒崎小学校 田中 志門

杉原小学校 布村 旺志朗 [1]

呉羽小学校 銅 大空

五福小学校 武村 俊佑



富山県春季小学生テニス選手権大会

GS小学生
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

     

1 F142212   鵜坂小学校 宮腰 咲希 [1]  

     宮腰 咲希 [1]

2     Bye   

       

3    保内小学校 中嶋 遙香   

       

4    清流小学校 岩崎 絢花   

       

5    鵜坂小学校 浮氣 みどり   

       

6 F160934   奥田小学校 佐伯 來蘭   

       

7     Bye   

     山田 楓乃 [6]  

8 F142234   小杉小学校 山田 楓乃 [6]   

       

9 F160943   月岡小学校 奥野 愛望 [4]   

     奥野 愛望 [4]  

10     Bye   

       

11 F161454   福光中部小学校 伊藤 叶   

     伊藤 叶  

12     Bye   

       

13    よつば小学校 金盛 帆花   

       

14 F161673   速星小学校 北野 凛々杏   

       

15     Bye   

     若尾 梨々花 [7]  

16 F160941   熊野小学校 若尾 梨々花 [7]   

       

17 F142229   桜井小学校 高松 佑衣 [5]   

     高松 佑衣 [5]  

18     Bye   

       

19    福岡小学校 福井 麗依   

       

20 F161453   井波小学校 齊藤 颯花   

       

21 F174274   老田小学校 花崎 心乃   

       

22    寺家小学校 川岸 碧海   

       

23     Bye   

     幸村 彩永 [3]  

24 F161670   新保小学校 幸村 彩永 [3]   

       

25 F142217   奥田北小学校 岡本　 結愛 [8]   

     岡本　 結愛 [8]  

26     Bye   

       

27    定塚小学校 織田 悠那   

       

28    よつば小学校 宮津 奈々   

       

29    福岡小学校 福井 璃奈   

       

30 F160933   堀川南小学校 網本 旬花   

       

31     Bye   

     藤岡 結衣 [2]  

32 F142218   鵜坂小学校 藤岡 結衣 [2]  

      

    順位 3-4   

      

      

     

GS小学生 - 順位 5-8
選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

     

    順位 5-8   

      

       

       

       

       

      

     

    順位 7-8   

      

      

     

    

2020/ 4/4・5



富山県春季中学生テニス選手権大会

BS中学生
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   

1 M142195   
     

2     Bye   
     

3      
     

4 M172179     
     

5 M161478     
     

6      
     

7 M173246     
     

8 M141756     
     

9 M142192    
      

10     Bye   
     

11 M141773     
     

12 M141768     
     

13 M141769     
     

14 M160928     
       

15     Bye  
    

16 M81748     
     

17 M142170    
      

18     Bye   
     

19      
     

20      
     

21 M160946     
     

22 M142200     
     

23 M81793     
     

24 M141779     
     

25 M141762    
      

26     Bye   
     

27 M81766     
     

28      
     

29 M81809     
     

30 M173236     
       

31     Bye  
    

32 M161475     
     

33 M141760    
      

34     Bye   
     

35 M142204     
     

36 M173241     
     

37 M160942     
     

38      
       

39     Bye  
    

40 M141764     
     

41 M141755     
     

42      
     

43 M81690     
     

44      
     

45 M161477     
     

46      
       

47     Bye  
    

48 M81715     
     

49 M142172    
      

50     Bye   
     

51 M141772     
     

52 M177746     
     

53 M141770     
     

54 M161476     
       

55     Bye  
    

56 M141759     
     

57 M81613     
     

58 M173247     
     

59 M161474     
     

60 M173245     
     

61      
     

62      
       

63     Bye  
    

64 M81783    

      

    順位 3-4   

      

      

     

BS中学生 - 順位 5-8
選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
     
    順位 5-8   
      
       
       
       
       
      
     
    順位 7-8   
      
      

     

    

明峰中学校 宮﨑 凰雅 [1]
宮﨑 凰雅 [1]

堀川中学校 高野 光流

小幡 海翔上市中学校

2020/ 4/4・5

道岸 優太 [16]奥田中学校

齊藤 圭汰 [12]庄西中学校
齊藤 圭汰 [12]

速星中学校 鈴木 優央

清明中学校 植木 巧磨

井上 翔空呉羽中学校

堀川中学校 長澤　 武瑠

奥村 風夢 [7]
奥村 風夢 [7]大門中学校

小杉中学校 南 陽音 [4]
南 陽音 [4]

堀川中学校 吉田 信

西村 理立富山北部中学校

舟橋中学校 登藤 蒼生

片山中学校 村田 崇徳

本多 隆之介片山中学校

呉羽中学校 日比野 匠 [15]

高田 竜馬志貴野中学校

富山南部中学校 浅野 弘樹

吉田 一吹上市中学校

八木 碧生小杉中学校

片山中学校 髙橋 慧多

井村 翔真 [5]
井村 翔真 [5]魚津西部中学校

射北中学校 小野 陽杜 [10]
小野 陽杜 [10]

黒瀬 創太小杉中学校

呉羽中学校 松林 翔汰

山岸 修輔 [11]
山岸 修輔 [11]中田中学校

速星中学校 原田 駿平 [8]
原田 駿平 [8]

伊野 裕聖富山北部中学校

片山中学校 坂越 大士

明峰中学校 山田 結斗 [14]

田村 耀太新庄中学校

出町中学校 町田 陵太朗

若尾　 一輝興南中学校

呉羽中学校 佐々木 蓮

奥田中学校 竹内 陽斗 [3]
竹内 陽斗 [3]

茂住 隼矢 [6]
茂住 隼矢 [6]富山北部中学校

呉羽中学校 宮原 優也

森内 史杜魚津東部中学校

萩原 快翔舟橋中学校

清明中学校 牧野 宏倖

原田 瞭平 [9]
原田 瞭平 [9]速星中学校

呉羽中学校 新村 快心 [13]

富山北部中学校 荻原 優斗

新庄中学校 高橋 伸瑠

佐賀 勇威呉羽中学校

岩崎 温生 [2]

呉羽中学校 榊原 琉太

中嶋 大樹八尾中学校

附属中学校 岩崎 温生 [2]

大場 智博富山南部中学校

富山南部中学校 青野　 朔太郎

吉田 朔片山中学校



富山県春季中学生テニス選手権大会

GS中学生
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

     

1 F81810   氷見南部中学校 瀬戸 祐希奈 [1]  

     瀬戸 祐希奈 [1]

2     Bye   

       

3 F161473   堀川中学校 三輪　 凛   

       

4 F161483   出町中学校 杉森 彩沙夏   

       

5     Bye   

     森田 愛久  

6 F161482   庄西中学校 森田 愛久   

       

7     Bye   

     大﨑 理湖 [6]  

8 F142179   高岡西部中学校 大﨑 理湖 [6]   

       

9 F81740   大谷中学校 吉江 優楽 [4]   

     吉江 優楽 [4]  

10     Bye   

       

11    呉羽中学校 山森 奏和   

       

12    富山南部中学校 渡辺　 雛子   

       

13     Bye   

     栂 瀬織  

14    舟橋中学校 栂 瀬織   

       

15     Bye   

     草東 芭奈 [5]  

16 F142173   新庄中学校 草東 芭奈 [5]   

       

17 F81794   奥田中学校 西村 優奈 [8]   

     西村 優奈 [8]  

18     Bye   

       

19 F142191   月岡中学校 奥野 叶望   

     奥野 叶望  

20     Bye   

       

21    舟橋中学校 大毛利 花凛   

       

22 F172176   月岡中学校 吉田 柚菜   

       

23     Bye   

     上田 晴菜 [3]  

24 F141766   堀川中学校 上田 晴菜 [3]   

       

25 F142180   高陵中学校 釜谷 美咲希 [7]   

     釜谷 美咲希 [7]  

26     Bye   

       

27 F161452   富大付属中学校 齊藤 月泉   

     齊藤 月泉  

28     Bye   

       

29    呉羽中学校 岡本 ひなの   

       

30    戸出中学校 深浦 李心   

       

31     Bye   

     安養 侑歩 [2]  

32 F81735   高陵中学校 安養 侑歩 [2]  
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   呉羽中学校 土田 睡蓮

1    呉羽中学校 稲林 直人 土田 睡蓮

     稲林 直人

2     Bye   

   舟橋中学校 松澤 奏都   

3    舟橋中学校 野中 宥歩   

   呉羽中学校 古川 翔大   

4    呉羽中学校 畠山 義之進   

       

5     Bye 加田 篤史  

   呉羽中学校 加田 篤史 老月 鴻介  

6    呉羽中学校 老月 鴻介   

   舟橋中学校 山口 琥大   

7    舟橋中学校 能登 恭平   

M142190   堀川中学校 石井 英吉   

8 M142181   堀川中学校 野崎 大吾  
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F81772   岩瀬中学校 伊藤 千遥 [1]

1 F141757   岩瀬中学校 瀬知 いずみ 伊藤 千遥 [1]

     瀬知 いずみ

2     Bye   

F172173   舟橋中学校 大井 春佳   

3   舟橋中学校 寺島 美矢子   

  呉羽中学校 松嶋 綺羅   

4   呉羽中学校 柴田 奈々   

  上市中学校 土肥 千織   

5 F172184   上市中学校 早瀬 うらら 土肥 千織  

     早瀬 うらら  

6     Bye   

F172182   上市中学校 種昂 しのぶ   

7 F172185   上市中学校 飛弾 和香 種昂 しのぶ  

     飛弾 和香  

8     Bye   

       

9     Bye 山崎 みゆき  

  呉羽中学校 山崎 みゆき 菅谷 結菜  

10   呉羽中学校 菅谷 結菜   

      

11    Bye 津野 心咲  

  堀川中学校 津野 心咲 荒井 玲香  

12   堀川中学校 荒井 玲香   

  呉羽中学校 城石 悠那   

13   呉羽中学校 広野 玲良   

F172183   上市中学校 久保 雫   

14 F172180   上市中学校 大久保 琳佳   

       

15     Bye 廣田 彩菜  

  呉羽中学校 廣田 彩菜 木下 美成  

16   呉羽中学校 木下 美成  
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