
 

平成26年度  第14回 吉田杯秋季道南ジュニアテニス大会 実施要項 

 

 

１．主  催 ： 函館テニス協会                            
                                                               
２．主  管 ： 函館テニス協会（ジュニア委員会）   
 

３．後  援 ： 函館市教育委員会 
 

４．期  日 ： 平成26年 9月27日(土)；12・14・16才  ＊中学校団体戦も実施予定 
                            28日(日)；全年令 
            10月 4日(土)；全年令・エントリークラス 
              11日(土)；16・18才 
               【予備日；10月5日(日)・12日(日)】 
                ＊上記日程は予定で、天候・試合進行により変更も十分考えられる。 
         また、大会が終了しなければ、別途日程を設定する場合もある。 
 

５．会  場 ： 市営千代台テニスコート(砂入り人工芝10面)・                          
        【予備コート】函館高専コート(ハード２面)・函館白百合学園コート(砂入り人工芝４面) 
        
６．種目,及び： 18才以下男女 シングルス64      ダブルス32 
    参加数     16才以下男女 シングルス64      ダブルス32  
                14才以下男女 シングルス32      ダブルス16    
                12才以下男女 シングルス32      ダブルス16    
                エントリークラス；シングルスのみ男女混合リーグ戦(参加制限なし、順位付けなし、表彰なし) 
               【注意】①４ドローに達しない場合は、上位年齢に統合する 
                       ②単・複とも同一年齢にエントリーすること 
                       ③自分の年齢より上位の年齢に出場することは構わない 
                       ④高校３年生の出場は認めない 
 

７．参加資格 ： 18才以下男女 1997年１月１日以降出生の男女(高校2年生まで)                 
                16才以下男女 1998年１月１日以降出生の男女   
                14才以下男女  2000年１月１日以降出生の男女  
               12才以下男女  2002年１月１日以降出生の男女  
               エントリークラス(男女混合)小学生以下(今まで大会に出場していない選手に限る。試合方法が分からなくても出場可能)  
 

８．試合方式 ： ６ゲームマッチ（6-6 12ポイントタイブレーク）のトーナメント（予定）（ドロー数によっては、変更もありえる）          
            
９．試 合 球 ： ブリヂストン ＸＴ－８、エントリークラスはグリーンボール                             
 

10. ﾃﾞｲﾚｸﾀー ： 遠藤 正之  ,   ﾚﾌｪﾘｰ  秋葉 芳樹 
 

11．参加料金 ： 会 員；シングルス、ダブルス共 1,000円 
                非会員；シングルス、ダブルス共 2,000円 
                        エントリークラス(男女混合)；シングルスのみ 一律500円 
               【注意】①参加料金は申し込み時に必ず納入すること 
                       ②抽選会終了後の参加取り消しには応じない（参加料金の返金もしない） 
                                              
12．申し込み ： 所定の申し込み用紙に記入の上、平成26年9月10日(水) ＰＭ 4:00 必着で申し込むこと  
        申込先 〒040－0012   函館市時任町11－3  函館中部高等学校   内山 直希 
         TEL 0138－52－0303    FAX 0138－52－0305  （参加料も必ず事前に納入のこと） 
                                  
13．抽 選 会 ： 抽選会（ドロー会議）を9月23日(祝・火) に行い、函館テニス協会ジュニア委員会ホームページに発表する 
                             
14．表  彰 ： 男女 各１～３位の予定(３位決定戦は実施しない) 
 

15．備  考 ： ①申込書は、ランキング順、男女別に記入すること。 
          ②セルフジャッジの試合規則を取り入る。  
         ③服装は、テニスウエアーとする。 
         ④この要項に定めのない事項は、トーナメント競技規則による。 
                                                                                
16．過去の吉田杯受賞者 
  【男子】 

 18才以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 16才以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 14才以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 12才以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 10才以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 
 第１回 
 第２回 
 第３回 
 第４回 
 第５回 
 第６回 
 第７回 
 第８回 
 第９回 
 第10回 
 第11回 
 第12回 
 第13回 

野田 啓太 (函西高) 
川村 龍也 (函東高) 
藤井 基史 (函中高) 
入江 祥徳 (函東高) 
戸栗 直人 (函東高) 
南  智樹  (市立函高) 
柴田幸之介(函ﾃﾆｽ倶) 
坂口 翔馬 (市立函高) 
若松健太郎(ｱｸﾃｲﾌﾞ) 
古川 将樹 (ｱｸﾃｲﾌﾞ) 
秋葉 颯樹(函ﾗ･ｻｰﾙ高) 
秋葉 颯樹(函ﾗ･ｻｰﾙ高) 
高野 巧馬(函ﾗ･ｻｰﾙ高) 

日野 善文 (函工高) 
能登谷一輝(函東高) 
足立 圭介 (函西高) 
及川 赳矢 (函ﾃﾆｽ倶) 
高田  遼  (函東高) 
秋葉 凜樹 (ホワイト) 
大江 凌之 (函ﾃﾆｽ倶) 
秋葉 凜樹 (函ラ･サール高) 
川端 康之 (市立函館) 
皿井侑希哉(函ﾃﾆｽ倶) 
高岡 翔 (ｱｸﾃｲﾌﾞ) 
浦崎 貴行 (ピア) 
渡辺 勇樹(函大有斗高) 

 

及川 赳矢 (函ﾃﾆｽ倶) 
岡田 弦大 (函ﾃﾆｽ倶) 
大江 凌之 (函ﾃﾆｽ倶) 
関本 大輔 (ファイン) 
高野 巧馬 (函ﾃﾆｽ倶) 
赤川 知生 (函ﾃﾆｽ倶) 
高岡  翔  (函ﾃﾆｽ倶) 
成田 海斗 (ｱｸﾃｲﾌﾞ) 
佐藤 和樹 (函ﾃﾆｽ倶) 
渡辺 優 (函ﾗｻｰﾙ中) 
高野 思恩 (ｱｸﾃｲﾌﾞ) 

 

岡田 弦大 (函ﾃﾆｽ倶) 
大江 凌之 (函ﾃﾆｽ倶) 
秋葉 凜樹（ホワイト） 
高野 巧馬 (函ﾃﾆｽ倶) 
高岡  翔  (函ﾃﾆｽ倶) 
品野 由宇 (函ﾃﾆｽ倶) 
成田 海斗 (ｱｸﾃｲﾌﾞ) 
佐藤 和樹 (函ﾃﾆｽ倶) 
小西 正純 (ｱｸﾃｲﾌﾞ) 
増田 稜生 (ｱｸﾃｲﾌﾞ) 
上小倉未莉(ｱｸﾃｲﾌﾞ) 

 

村田 拓陸 (函ﾃﾆｽ倶) 
鳴海 洸樹 (函ﾃﾆｽ倶) 
柴田 幹樹 (ファイン) 
高岡  翔  (函ﾃﾆｽ倶) 
浦崎 貴行 (函ﾃﾆｽ倶) 
無し 
無し 
山崎 碧  (ﾄﾞﾘｰﾑJr) 
高村 武蔵 (函ﾃﾆｽ倶) 
無し 
無し 

 

  【女子】                                                                                               
 18才以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 16才以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 14才以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 12才以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 10才以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 
 第１回 
 第２回 
 第３回 
 第４回 
 第５回 
 第６回 
 第７回 
 第８回 
 第９回 
 第10回 
 第11回 
 第12回 
 第13回 

堀  舞美 (函ポニー) 
堀  舞美 (函ポニー) 
建部 紗恵 (白百合高) 
建部 紗恵 (白百合高) 
奥村 智美 (白百合高) 
奥村 智美 (白百合高) 
山本 未稀 (函西高) 
清野 亜友 (白百合高) 
藤本 真子 (ｱｸﾃｲﾌﾞ) 
藤本 真子 (ｱｸﾃｲﾌﾞ) 
富田 祐衣 (白百合高) 
富田 祐衣 (白百合高) 
中川 璃音 (白百合高) 

千葉菜々美(函ﾎﾟﾆｰ) 
岡村 怜香 (函ポニー) 
木村 萌  (函東高) 
山本 未希 (函ﾃﾆｽ倶) 
根岸 未来 (函東高) 
岡村 茉耶 (ホワイト) 
及川 綾子 (白百合中) 
森元なつみ(白百合中) 
冨原 名絵 (市立函館) 
森  寬乃  (白百合中) 
多田 佳歩 (函高専) 
鈴木 乃彩 (白百合高) 
池田 七海 (白百合中) 

 

滝澤 祐衣 (白百合中) 
加藤 優衣 (函ポニー) 
坂口 美桜 (函ピア) 
鳴海  栞  (函ﾃﾆｽ倶) 
蛯子真奈未(ホワイト) 
山田 小夏 (白百合中) 
森   寛乃 (ホワイト) 
森   史佳 (ホワイト) 
杉山亜咲奈(ｱｸﾃｲﾌﾞ) 
池田 七海(ホワイト) 
無し 

 

板垣美智子(函ﾃﾆｽ倶) 
坂口 美桜 (函ピア) 
堀出夏乃子(ﾓｰｼｮﾝ) 
堀出夏乃子(ﾓｰｼｮﾝ) 
赤坂 羅那 (ホワイト) 
森   寛乃 (ホワイト) 
中島 沙希(ドリームJr) 
田島 凪紗(ドリームJr) 
池田 七海(ホワイト) 
光野さくら(ﾄﾞﾘｰﾑJr) 
菅 きらり(ドリームJr) 

 

堀越 美帆 (函ﾃﾆｽ倶) 
及川 綾子 (ホワイト) 
山田 小夏 (函ポニー) 
無し 
森  寛乃  (ホワイト) 
無し 
無し 
光野さくら(ﾄﾞﾘｰﾑJr) 
笈口亜吏紗(ｱｸﾃｲﾌﾞ) 
無し 
無し 

 

                                                                                                         


