
１．日程

９．２２（日）

　 　

試合開始

試合終了（予定）

表彰式（予定）

２．試合方法

①　各県男女対抗のラウンドロビン方式で行います。
②　同一選手が兼ねて出場することはできません。
③　試合はダブルスＮＯ１→ＮＯ３の順で行います。
④　全ての試合はノーアド方式、２タイブレークセット、
　　 ファイナルセット10ポイントマッチタイブレークで行います。
⑤　ベンチコーチは監督・引率コーチ・登録選手に限ります。
　 　応援は観客席で行って下さい。
⑥　審判方式は全てセルフジャッジとします。
⑦　ダブルスの順番は登録順位の和が少ない順にしてください。
　　 同数の場合は若い数字の選手がいるペアが上位となります。
⑧　数字の若い県の監督がボール・スコアシートを本部に取りに来て下さい。
⑨　監督はオーダー用紙を本部に提出し、対戦県と交換してください。
⑩　試合前はコートをはさんで整列し、互いに選手を紹介してください。
⑪　スコアはチェンジコートの際に入れて下さい。左側が若い数字の県です。
⑫　勝った県は全試合終了後まとめて報告して下さい。　

３．試合球

ダンロップフォート

４．その他

①　ミーティング後各県ごとに写真撮影をします。　
② 昼食は弁当を用意しますので、各県で大会本部へ取りに来てください。
③　ゴミは持ち帰って下さい。弁当ガラは本部へ持参ください。
　
　

⑬　ウオームアップはサービス４本のみです。
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選手ミーティング（記念撮影）

１６：３０～１６：４０ 後片付け

１１：３０～ 弁当配布

準備・公式練習

日程並びに注意事項

１６：５０

９：３０～

受付・監督会議・抽選

８：３０～９：００

８：４０～９：００

９：１０～９：２５

16:30



男子

監督名 ＮＯ１ ＮＯ２ ＮＯ３ ＮＯ４ ＮＯ５ ＮＯ６ ＮＯ７ ＮＯ８

新潟県 森　良介 加瀬喜一郎 小竹　尚勝 佐藤　暉浦 五十嵐佑羽 浦澤　伊織 大平　遼太 近藤　晟斗

富山県 松倉　純 山田　　結斗 布村 旺志朗 原田　　駿平 山崎　　陽生 原田　　瞭平 新村　　快心 道岸　　優太 斉藤　　圭汰

石川県 水上　公人 角谷　亮 中山　智裕 川西　飛生 宮岸　亮太朗 辻本　悠嗣 源　拓真 宮岸　慶成

福井県 天谷　英介 上田　航 坂川　陽向 渡辺　大輝 玉木　偉士 森山　稜大 梅田　蒼大 奥野　悠喜

女子

監督名 ＮＯ１ ＮＯ２ ＮＯ３ ＮＯ４ ＮＯ５ ＮＯ６ ＮＯ７ ＮＯ８

新潟県 内山　和子 土田　映海 髙野　一華 小柳　実彩 石栗　麗夢 小柴　結衣 貝良塚心音 滝沢　美優

富山県 前田小由理 上田　晴菜 瀬知 いずみ 宮腰　咲希 釜谷 美咲希 藤岡　結衣 森田　愛久 奥野　愛望

石川県 水上　公人 染谷　紗花 大積　綾乃 寺田　伊織 前田　恵椛 坂本　真緒 岩倉　李旺 上山　蒼生 小波　うた

福井県 大久保　正信 酒師　未遥 関内　優衣 彦坂　美玖 為永　妃徠 山岸　音葉 坂川　舞桜 澤田　好未 　
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富山市ゆめの森テニスコート
２０１9・9・22

参加選手一覧



 ２０１9・9・22

A-1 A-2 A-3 A-4 B-1 B-2 B-3 B-4 C-1 C-2 C-3 C-4

Start At ９：３０ ＧＩＲＬ　１－２（１） ＧＩＲＬ　１－２（２） ＧＩＲＬ　１－２（３） ＧＩＲＬ　３－４（１） ＧＩＲＬ　３－４（２） ＧＩＲＬ　３－４（３） ＢＯＹ　１－２（１） ＢＯＹ　１－２（２） ＢＯＹ　１－２（３） ＢＯＹ　３－４（１） ＢＯＹ　３－４（２） ＢＯＹ　３－４（３）

Followed By ＧＩＲＬ　１－３（１） ＧＩＲＬ　１－３（２） ＧＩＲＬ　１－３（３） ＧＩＲＬ　２－４（１） ＧＩＲＬ　２－４（２） ＧＩＲＬ　２－４（３） ＢＯＹ　１－３（１） ＢＯＹ　１－３（２） ＢＯＹ　１－３（３） ＢＯＹ　２－４（１） ＢＯＹ　２－４（２） ＢＯＹ　２－４（３）

Followed By ＧＩＲＬ　１－４（１） ＧＩＲＬ　１－４（２） ＧＩＲＬ　１－４（３） ＧＩＲＬ　２－３（１） ＧＩＲＬ　２－３（２） ＧＩＲＬ　２－３（３） ＢＯＹ　１－４（１） ＢＯＹ　１－４（２） ＢＯＹ　１－４（３） ＢＯＹ　２－３（１） ＢＯＹ　２－３（２） ＢＯＹ　２－３（３）

             

表彰式   

オーダーオブプレー
富山市ゆめの森テニスコート
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※　ランチタイムをＲ２とＲ３の間に２０分間取りますが、取れない場合は各自で判断して食べてください。

※　進行状況によってコート変更を行います。

※　試合と試合の間の休憩時間は１０分とします。

ランチタイム２０分



２０１9・9・22

　

A-1 A-2 A-3 A-4 B-1 B-2 B-3 B-4 C-1 C-2 C-3 C-4

８：３０～９：００ 福井県 福井県 福井県 新潟県 新潟県 新潟県 石川県 石川県 石川県 富山県 富山県 富山県

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

富山市ゆめの森テニスコート

練習コート割り

第11回北信越小学生テニス選手権大会（団体戦）

・選手の皆さんは各コートへ入る時、スコアーボードを運んでください。

・９時１０分から開会式及び選手ミーティングを行います。



回数 年度 優勝 準優勝 優勝 準優勝 会場

第１回 2009 長野 石川 富山 石川 富山・黒部市宮野運動公園庭球場

第２回 2010 石川 長野 石川 富山 石川・いしかわ総合スポーツセンター

第３回 2011 新潟 石川 石川 富山 石川・いしかわ総合スポーツセンター

第４回 2012 石川 富山 新潟 富山 石川・いしかわ総合スポーツセンター

第５回 2013 福井 富山 福井 新潟 石川・いしかわ総合スポーツセンター

第６回 2014 石川 富山 新潟 福井 石川・いしかわ総合スポーツセンター

第７回 2015 富山 新潟 富山 福井 石川・いしかわ総合スポーツセンター

第８回 2016 富山 新潟 石川 富山 石川・いしかわ総合スポーツセンター

第９回 2017 福井 石川 石川 富山 石川・いしかわ総合スポーツセンター

第１０回 2018 石川 新潟 新潟 石川 新潟・上越総合運動公園

第１１回 2019 富山・ゆめの森テニスコート

　

男子 女子

北信越小学生団体戦成績


