
主  催   小松市テニス協会 

公  認   石川県テニス協会 

後  援   （株）北國新聞社 

協  賛   （株）ダンロップスポーツマーケティング 

日  程   ２０２２年１１月２６日（土）９：００～ Ｕ１４男子・Ｕ１２女子 

２０２２年１１月２７日（日）９：００～ Ｕ１２男子・Ｕ１４女子 

会  場   こまつドーム（砂入り人工芝）１０面 

小松市林町    ＴＥＬ 0761-43-1677 

種  目   Ｕ１２男女シングルス  Ｕ１４男女シングルス 

参加資格   Ｕ１２：２０１１年１月１日以降に生まれた者 

       Ｕ１４：２００９年１月１日以降に生まれた者 

試合方法   １セットマッチ（６ゲームズオールタイブレーク）によるトーナメント方式 

使 用 球   ダンロップフォート・イエロー 

参 加 費   ２，４００円 

申込方法   ・メールにて①～⑧の必要事項を記入して下記まで申し込むこと。 

① 参加種目②氏名③年齢・生年月日④性別⑤所属⑥県名⑦電話番号⑧北信越ランキング（今

年度の戦績等） 

        〒９２３－００６１小松市国府台３－２５ 沢野唯志 気付 

        小松市テニス協会 hs_tennis@yahoo.co.jp 

申込期間   １１月 ５日（土）～１１月１５日（火）必着 

注意事項    ① 審判はセルフジャッジとします。 

② 本要項は、天候その他やむを得ない事情により変更になることがあります。 

③ 競技中の疾病、傷害などの応急処置（治療の経費は自己負担）は主催者で行いますが、そ

の後の責任は負いません。 

大会役員   ＴＤ：沢野唯志  ＴＲ：田中功一 ＡＲ：小泉公彦  

その他    ・エントリーリスト及びドローは小松市テニス協会ホームページに掲載します。 

・前日１１月２５日(金)の１９：００～２１：３０まで練習が出来ます。（コート設営にご協力

下さい） 

・１１月２６日（土）は試合終了から２１：３０まで練習が出来ます。 

・両方のカテゴリーにエントリーすることはできません。 

・今年度の戦績はシード資料となりますので、北信越ランキング・県内ランキング 

北信越大会成績・県大会成績等を明記して下さい。 

・新型コロナウイルス感染症の状況により大会の中止や延期等の場合があります。 

・「感染予防の心得」を遵守し、大会当日は「体調確認票」の提出をお願いします。 

※１１月２６日（土）は右近憲三プロ・西正人プロ（ダンロップ）によるレッスンを行います。 

（① １３：３０～１５：００ ②１５：３０～１７：００） 

※１１月２７日（日）は希望者によるコンソレーションマッチを行う予定です。 
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（自著） 利用日 年 月 日

・
・ 新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、下記事項について確認を行っています。

・ 選手の皆様の安全な利用を確保するため、大会出場の際にはこの確認票の提出が必要です。

・

・大会当日および大会前1週間における以下の事項の有無

ア.平熱を超える発熱

イ.咳（せき）・のどの痛みなどの風邪の症状

ウ.だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

エ.味覚や嗅覚の異常

オ.からだが重く感じる、疲れやすい等

カ.新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無

キ.同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

○をつけてください。

はい ・ いいえ

上記の内容について間違いありません。

【取得した個人情報の取り扱いについて】同意の上提出します。

種目 ドロー番号

団体名（所属クラブ名）＊必須

氏名＊必須

住所＊必須

電話番号またはメールアドレス＊必須

ケ.過去7日以内にに政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域

等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合

上記の事項について本日の参加者等入場者すべてが該当しないことを確認しましたか？

なお、確認項目について「いいえ」と回答された場合や確認票の記入・提出をいただけない場合は大会参加

をお断りすることがあります。

【取得した個人情報の取り扱いについて】①新型コロナウイルス感染防止のためのみ利用します。②個人情報の取り扱いを外部に委託することはあり

ません。③保健所等新型コロナウイルス感染にかかる関係機関へ個人情報を開示する場合があります。④個人情報の提供は任意ですが、ご提供いただ

けない場合は大会に出場できません。⑤本人は個人情報の通知、開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、第三者への提供の停止を求めることが

できます。【個人情報取り扱いに関する窓口】石川県テニス協会TEL：076-227-9201，メールアドレス：ita@p2223.nsk.ne.jp

試合会場に入場するすべての選手・保護者・引率者等それぞれ一人1枚提出してください。

感染防止にかかる当日体調確認票



Ｕ１２男子優勝 Ｕ１２男子準優勝 Ｕ１４男子優勝 Ｕ１４男子準優勝 Ｕ１２女子優勝 Ｕ１２女子準優勝 Ｕ１４女子優勝 Ｕ１４女子準優勝

桐生　雅也 山西　大 斉藤　裕史 玉川　喜洋 橘　千尋 玄田　紗也果 國府　礼央 浅谷　奈那

（ｼｮｯﾄJr） （ｼｮｯﾄJr） （津幡ジュニア） （ウエストヒルズＪＴ） （ﾔｽﾏｸﾞﾘｰﾝTC） （津幡ジュニア） （ウエストヒルズＪＴ） （ウエストヒルズＪＴ）

長根尾　直輝 浮田　光貴 宮村　陸 紺谷　亘 木村　優布子 内田　風 大島　志穂 井波　奈津美

（小松ジュニア） （ウエストヒルズＪＴ） （SUMMIT） （ｼｮｯﾄJr） （小松ジュニア） （ﾔｽﾏｸﾞﾘｰﾝTC） （Z-Ⅱ） （T.Friends）

長根尾　直輝 山佐　輝 松下　宇志 浮田　光貴 片口　夢 山田　菜津子 玄田　紗也果 玄田　夏楠

（小松ジュニア） （小松ジュニア） （ウエストヒルズＪＴ） （ウエストヒルズＪＴ） （池多ＴＣ） （加賀ジュニア） （津幡ジュニア） （津幡ジュニア）

山佐　輝 小間　陸嗣 長根尾　直輝 浮田　光貴 木下　茉衣 永吉　舞香 坂田　侑加 根尾　玲那

（小松ジュニア） （ウエストヒルズＪＴ） （小松ジュニア） （ウエストヒルズＪＴ） （ｼｮｯﾄJr） （大林ＴＳ） （小松ジュニア） （SEIBUｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ）

坂本　曜隆 三島　大佑 山佐　輝 永吉　康平 加治　成美 山田　菜津子 林　佳珠彩 高橋　夏帆

（ウエストヒルズＪＴ） （ウエストヒルズＪＴ） （小松ジュニア） 大林ＴＳ （TCﾛｺﾓｰｼｮﾝ） （加賀ジュニア） （小松ジュニア） （長岡市TA）

南　翔太 宮永竜聖 山佐　輝 覚本　匠 谷井涼香 辰田由衣 木下茉衣 今井未来

（ウエストヒルズＪＴ） （加賀ジュニア） （小松ジュニア） （セントラルジュニア） （ｽﾎﾟｰﾂﾒｲﾄ） （ウエストヒルズＪＴ） （K-Tennis） （ウエストヒルズＪＴ）

吉野　郁哉 天﨑　荘汰 坂本　曜隆 南　翔太 藤木　菜緒 押川　千夏 山田　菜津子 辰田　由衣

（ウエストヒルズＪＴ） （FUKUI・JTT） （ウエストヒルズＪＴ） （ウエストヒルズＪＴ） （ｼｮｯﾄJr） （ﾔｽﾏｸﾞﾘｰﾝTC） （加賀ジュニア） （ウエストヒルズＪＴ）

砂田　正樹 植木　海音 河野　甲斐 吉野　郁哉 内藤祐希 岩岡芹香 野村奈央 辰田由衣

（南砺市TA） （上越グリーンインドアTS） （いしかわJｒ） （ウエストヒルズＪＴ） （さくらテニスガーデン） （鯖江ジュニア） （小矢部TA） （ウエストヒルズＪＴ）

田中　佑 土山　達也 南　成星 川尻　虎南 村上　聡野 小林　瑞歩 藤木　菜緒 久保　友莉佳

（ｼｮｯﾄJr） （小松ジュニア） （ｴｱｰｽﾞ） （GETT） （大林ＴＳ） （ﾔｽﾏGTC） （ｼｮｯﾄJr） （津幡ジュニア）

松本　　洵 佐々木　康大 天崎　荘汰 細川　圭太 村松　果奈 吉井　ひかり 河内　志保 吉田　奈央

（ウエストヒルズＪＴ） （新潟ジャンボＪＴＳ） （FUKUI・JTT） （津幡ジュニア） （SUMMIT） （朝日ジュニアテニス） （津幡ジュニア） （ウエストヒルズＪＴ）

渡辺　謙志郎 堀　宏成 原　風斗 植木　海音 砂田　未樹 町田　愛理亜 唐澤　杏幸 新出　彩翔
（敦賀気比ＴＴＣ） （Ｚ－Ⅱ） （ファーストテニスアカデミー） （上越グリーンITS） （南砺市ＴＡ） （ウエストヒルズＪＴ） （ＩＴＣ） （大林ＴＳ）

村上　稜真 森脇　央介 佐々木　康大 塚田　昂大 佐藤　莉乃 瀬戸　祐希奈 村松　果奈 白崎　望愛
（ウエストヒルズＪＴ） （武生ジュニア） （新潟ジャンボＪＴＳ） （大林ＴＳ） (ATS） （大林ＴＳ） (ATS） （FUKUI・JTT）

宮澤　啓介 前田　優 井林　奏斗 信田　航 畠　さゆり 吉江　優楽 町田　愛理亜 井関　麻央
（m＆mJTA） （FUKUI・JTT） （スポーツドームエアーズ） （新潟ジャンボＩＴＳ） （T＆Ｓ新発田ＩＴＳ） （スポーツドームエアーズ） （ＴＥＡＭ　ＫＩＴ） （高岡中学校）
天谷　俊介 中山　智裕 森脇　央介 関内　優太 松川　翠結 奥出　彩帆 吉江　優楽 前田　星佳

（FUKUI・JTT） （津幡ジュニア） （Team Yamagata） （ＳＡＳＣテニススクール） （竜美丘テニスクラブ› （今立TC） （センティア› （津幡ジュニア）
宮岸　慶成 辻本　悠嗣 渡辺　翔太 山崎　嘉太郎 宮澤　福奈 石田　貴恵 畠　さゆり 石田　紗矢

（小松ジュニアＴＣ） （ＧＥＴＴ ） （津幡ジュニア） （さくらテニスガーデン） （m＆mJTA） （ファーストテニスアカデミー） （T＆Ｓ新発田ＩＴＳ） （ＧＥＴＴ ）

竹内　　聡 釜谷　充希 辻本　悠嗣 川西　飛生 林　恵凜奈 水内　柚月 奥出　彩帆 山田　涼楓
（TEAM KIT ） （センティア ） （GETT ） （TEAM KIT ） （小松ジュニアＴＣ） （CLUE） （今立TC） （荒神山テニススクール ）

2021 令和3年

新型コロナウイルスのため中止 新型コロナウイルスのため中止 新型コロナウイルスのため中止 新型コロナウイルスのため中止

西暦 年号
北信越ジュニアオープンU12・U14

2007 平成１９年

2005 平成１７年

2006 平成１８年

2013 平成２５年

2014 平成２６年

2010 平成２２年

2011 平成２３年

2012 平成24年

2008 平成２０年

2020 令和２年

平成２８年2016

2015 平成２７年

2019 令和元年

2018 平成３０年

2017 平成２９年

2009 平成２１年


