
1. 大会日程（雨天その他により変更することがあります。） 
種目 / 月日 

（試合開始） 

1０月３１日(木) 

（９：3０） 
１１月１日(金) 

（９：3０） 

１１月 ２日(土)  

（９：3０） 
１１月 ３日(日) 

（９：3０） 
１１月 ４日(月) 

（９：3０） 

男子シングルス リーグ 1Ｒ リーグ 2Ｒ・3Ｒ ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1Ｒ～２R 
ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ 1R～3R 

QF・ＳＦ・順決 
ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝQR～F 

Ｆ 
順位決定戦 

女子シングルス リーグ 1Ｒ・2Ｒ リーグ 3Ｒ ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1Ｒ～２R 
ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ 1R～3R 

QF・ＳＦ・順決 
ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝQR～F 

Ｆ 
順位決定戦 

教育プログラム 第一日目 第二日目 ― ― ― 

 
2. 大会注意事項 
（1） 参加料受付： 単 8,100円 下記にて納入してください。 

10/30（水）12：00～15：30 大会本部「練習コート受付デスク」 
          10/31（木） 8：30迄    大会本部 
（2） 試合方法は、 

・ リーグ及びリーグ１位・2 位選手による本戦トーナメント３セットマッチ（６ゲームオール 7 ポイ
ントタイブレーク）セットブレークルールを採用致します。 

・ リーグ 3位・4位・補欠選手はコンソレーションマッチ（８ゲームプロセット）を行ないます。 
    但し、天候等やむを得ない事情により変更されることがあります。 
（3） 試合球はスリクソン２球使用。ボールチェンジは、セットオールで行います。 
（4） 試合進行はオーダーオブプレー（試合進行表）により行いますので充分注意して下さい。 
（5） 晴雨にかかわらず、室内コートも使用します。またナイターになることもあります。コートサーフェイ 
    スは砂入り人工芝コートです。 
（6） ウォーミングアップは５分以内とします。 
（7） 競技規則に定められたテニスウエアを着用して下さい。 
（8） 本大会はＪＴＡテニス規則、トーナメント諸規則を適用します。 
（9） 予定変更もありますので、大会本部の指示やオーダーオブプレー及び、公式掲示板等に注意して下さい。 
（10） 審判は決勝はソロチェアアンパイアで行います。その他の試合は全てセルフジャッジで行います。 
（11） 大会中における負傷、事故等については応急処置をとりますが、他については主催者加入傷害保険の範 
    囲内とします。 
（12） 補欠は 10月 31日（木）午前 8：30までに大会会場でサインして下さい。 
3. 練習コート 

10月 30日（水）12：00～17：00 東平尾公園博多の森テニス競技場 
練習ボールは各自準備のこと 

     大会本部「中牟田杯練習ｺｰﾄ受付ﾃﾞｽｸ」にて必ず受付をしてください。 
大会本部臨時電話（10月 31 日～11月 4日） 

TEL：０９２―６２７―２０３１FAX：０９２－６２７－２０３２ 

 

※ドローに記載の選手名・所属で誤字･訂正などがございましたら、印刷の都合上 10/16 までに FAX

にてご連絡ください。（FAX：０９２－７２２－１６０７） 

九州テニス協会 TEL：092-722-1605 



シード 地域 氏 名 シード 地域 氏 名
1 東海 千頭 昇平 1 関東 小堀 桃子
2 関東 宮本 大勢 2 関東 村松 千裕
3 関東 綿貫 陽介 3 関東 清水 綾乃
4-5 関東 高村 佑樹 4 関東 千村 もも花
4-5 九州 安上 昂志 5 関東 岩井 真優
6 九州 田中 優之介 6 関東 李 淑玲
7 東海 堀江 享 7 関東 本玉 真唯
8-10 関東 窪田 緑 8 関西 伊藤 沙弥
8-10 関西 山田 健人 9-10 東海 浅野 いず美
8-10 東海 松田 和樹 9-10 関西 坂田 季美佳
11 関西 清水 悠太 11 関東 宮本 愛弓
12 九州 相馬 光志 12 関東 荒川 晴菜

北海道 髙岡 翔 北海道 石村 芽衣
北海道 富所 将輝 北海道 田巻 日菜乃
北海道 小林 歩実 北海道 高橋 祐奈
北海道 福永 海斗 北海道 佐藤 優美
北海道 古川 元樹 北海道 五ノ井 祐佳
東北 本多 映好 東北 柏倉 葉月
東北 菊地 裕太 東北 伊藤 萌夏
東北 佐藤 一樹 東北 櫻井 雪乃
東北 熊坂 拓哉 東北 川村 周子
東北 青木 一真 東北 菊地 満優
北信越 正林 知大 北信越 松本 佳那子
北信越 阿部 竜仁 北信越 本堂 咲良
北信越 佐藤 悠樹 北信越 山田 菜津子
北信越 中村 公宣 北信越 林 和香那
北信越 坂本 曜隆 北信越 辰田 由衣
関東 渡邉 裕輝 関東 臼井 沙耶
関東 蓮見 亮登 関東 倉持 美穂
関東 武藤 洸希 関東 大石 真珠美
関東 神田 留尉 関東 竹内 菜々花
関東 高清水 研人 関東 米原 さくら
関東 坂野 唯 東海 佐野 結花
関東 山中 恭兵 東海 鵜飼 有希
関東 木元 風哉 東海 鈴木 南穂
関東 住澤 大輔 東海 永田 杏里
東海 津田 厚 東海 山本 若菜
東海 沖本 東樹 東海 鈴木 麻緒
東海 藤井　 俊吾 関西 中谷 琴乃
東海 島本 健生 関西 今村 南
関西 太田 智貴 関西 大塚 芽生
関西 白藤 成 関西 大野 菜々子
関西 大野 翼 関西 堀口 桃果
関西 塩井 岳 関西 橋本 実結
関西 羽澤 慎治 関西 藤原 早気
関西 安積 豊 関西 尾関 彩花
関西 小清水 拓生 関西 堺 愛結
関西 今村 昌倫 中国 俣賀 瑞希
関西 東川 将大 中国 河本 鈴香
中国 井上 幹基 中国 平田 歩
中国 木本 裕貴 中国 綾部 凪紗
中国 岡垣 光祐 中国 森川 菜花
中国 星木 昇 四国 竹本 琴乃
中国 樋口 廣太郎 四国 岩井 沙樹
中国 堀 凌輔 四国 高嶋 久佳理
四国 佐々木 健吾 四国 守口 蘭夢
四国 服部 達也 四国 岩本 奈都季
四国 山尾 玲貴 九州 今村 凪沙
四国 清水 健二朗 九州 坂本 はな
四国 須田 宗次郎 九州 宮原 三奈
九州 久保田 誠彬 九州 衛藤 佳奈
九州 徳永 幹史 九州 古賀 千遥
九州 工藤 弘基 九州 安部 有紗
九州 藤永 啓人 九州 中島 ゆりか

補１ 中国 竹野 光稀 補１ 関東 松田 美咲
補２ 関西 山本 悠樹 補２ 九州 古賀 麻尋

ｼﾞｭﾆｱﾃﾞﾋﾞｽｶｯﾌﾟ及びｼﾞｭﾆｱﾌｪﾄﾞｶｯﾌﾟ代表候補選手選考会ｼﾞｭﾆｱﾃﾞﾋﾞｽｶｯﾌﾟ及びｼﾞｭﾆｱﾌｪﾄﾞｶｯﾌﾟ代表候補選手選考会ｼﾞｭﾆｱﾃﾞﾋﾞｽｶｯﾌﾟ及びｼﾞｭﾆｱﾌｪﾄﾞｶｯﾌﾟ代表候補選手選考会ｼﾞｭﾆｱﾃﾞﾋﾞｽｶｯﾌﾟ及びｼﾞｭﾆｱﾌｪﾄﾞｶｯﾌﾟ代表候補選手選考会

＜女子選手リスト＞＜女子選手リスト＞＜女子選手リスト＞＜女子選手リスト＞＜男子選手リスト＞＜男子選手リスト＞＜男子選手リスト＞＜男子選手リスト＞

2013 U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会2013 U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会2013 U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会2013 U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会
（第３２回中牟田杯）（第３２回中牟田杯）（第３２回中牟田杯）（第３２回中牟田杯）

選考結果選考結果選考結果選考結果


