
福島県テニス協会ジュニア育成・強化合宿要項

１．実　施　日： 平成２９年３月４日（土）～５日（日）

２．場　　所　　： 牡丹台庭球場（砂入り人工芝４面）

※降雪、雨天時は下記の屋内コートで実施。

（天栄村屋内運動場『季楽里（きらり）』（砂入り人工芝２面）

３．参　加　者： 中学生（中２､１年生）小学生 男女 各１２名 ／計２４名

（第３６回県春季選抜ｼﾞｭﾆｱ大会のU16、U14ﾍﾞｽﾄ8及びU16

　ﾍﾞｽﾄ16でＦＴＡジュニアランキング上位者から強化候補者を選抜）

　※辞退者により参加者数変更の場合もあります。

<指導者>

ＹＯＮＥＸアドバイザリースタッフ　　

<運　営>

福島県テニス協会ジュニア委員会

４．参　加　費： 　１１，０００円（受付時に徴収）

宿泊費（１泊２食）・２日目昼食・補助食品代・スポーツ保険料込み

５．宿　泊　先： なりた温泉　　（０２４－９４７－２６２６）　

郡山市安積町成田字軍川原２７

６．日　　程　　： <３月４日（土）>　（予定）

　８：４５　　　　　　　現地集合・受付

　９：００～　 　　　　講習開講式

　　　　　　　　　　　　ウｵーミングアップ・ＪＴＡフィールドテスト

１０：００～１２：００　講師到着後、練習

１３：００～１７：００　講習及び練習

２０：００～２１：００　ミーティング

<３月５日（日）>　（予定）

　９：００～１６：００　講習及び練習

１６：００　　　　　　　　現地解散

※天候により集合、解散の会場が変更の場合があります。
    尚,1日目会場から宿舎,2日目宿舎から会場までは協会手配のバスで移動となります。

７．申し込み　： ２月２１日（火）までに郵送にて参加・不参加の連絡及び参加の

場合は承諾書の提出を期日厳守で下記宛てにお願いします。

※強化候補上位の申込者から決定し、上位者で不参加者が

　出た場合は次の選手を候補とします。

　〒９７０－８０４３
　　いわき市中央台鹿島２－３２－６
　　福島県テニス協会ジュニア委員長
　　　　　　鈴　木　　　隆　　　行

８．そ　の　他： 参加申し込み後に不参加になった場合は速やかに担当（鈴木）まで

ご連絡下さい。

担当者：福島県テニス協会ジュニア委員会：　鈴木　隆

　　　　　携帯Ｎｏ　０９０－７９３１－３８８８

平成29年2月9日



福島県テニス協会ジュニア育成・強化練習会へ

参加します　・　参加しません
（　理由　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のため　）

平成２９年　　月　　日

ふりがな
氏　　　名

住　　　所

電話番号
（自宅）
緊急連絡先
（携帯） （所有者　／　家族　父　・　母　）
ＦＡＸ番号

保護者氏名

所属クラブ名

※参加希望者は確認書と承諾書を同封して郵送して下さい。

　U16､U14のﾍﾞｽﾄ8、U16のﾍﾞｽﾄ16以上のﾗﾝｷﾝｸﾞ者で不参加の場合は確認書のみを

　ＦＡＸまたはＴＥＬで連絡お願いします。

・県ジュニア委員会

　ＦＡＸ番号：０２４６－３１－３８３０
　携帯電話 ：０９０－７９３１－３８８８
　鈴　木　　隆　　宛

確　　認　　書



福島県テニス協会会長様

福島県テニス協会ジュニア育成・強化練習会への参加を承諾します。

平成２９年　　月　　日

ふりがな

氏　　　名

住　　　所

電話番号

（自宅）

緊急連絡先

（携帯） （所有者　／　家族　父　・　母　）

保護者氏名

所属クラブ名

生年月日 西暦　　　　　　年　　　月　　　日　生

　　　　　　　　◎提出いただく承諾書の個人情報については保険加入以外に使用する事はありません。

承　　諾　　書



県春季選抜

ｼﾞｭﾆｱ大会 Ｎｏ． 学年 学校 氏　　名 地区 登録名 学校名 種目

Ｕ１６　３位 1 中２ 中学 伊藤　渚 南 郡山五中 郡山五中 U16

Ｕ１６　５位 2 中２ 中学 野村昂平 い いわきNTTC 中央台南中 U16

Ｕ１６　８位 3 中２ 中学 栁沼康生 南 郡山五中 郡山五中 U16

Ｕ１４　１位 4 中２ 中学 菅野慧太朗 い いわきローン 勿来一中 U14

Ｕ１４　２位 5 中１ 中学 志賀夏緒 い ア・パースＴＣ 泉中 U14

Ｕ１４　３位 6 中２ 中学 島村泰登 い ア・パースＴＣ 広野中 U14

Ｕ１４　４位 7 中１ 中学 松坂拓紀 北 ＧＡSC TT 郡山五中 U14

Ｕ１４　５位 8 中２ 中学 樋口大洋 会 赤べこＪｒ 会津学鳳中 U14

Ｕ１４　６位 9 中１ 中学 柳葉結斗 い ア・パースＴＣ 植田東中 U14

Ｕ１４　７位 10 中１ 中学 斎藤祐輝 い ア・パースＴＣ 上遠野中 U14

Ｕ１４　８位 11 小６ 小学 菅野央介 い いわきローン 勿来一小 U14

U16ﾍﾞｽﾄ16 12 中２ 中学 込山　孝 い いわきローン 中央台北中 U16

U16ﾍﾞｽﾄ16 13 中２ 中学 小野翔大 い いわきNTTC 中央台南中 U16

U16ﾍﾞｽﾄ16 14 中２ 中学 佐藤遼真 南 郡山五中 郡山五中 U16

U16ﾍﾞｽﾄ16 15 中２ 中学 蛭田大遥 い ア・パースＴＣ 中央台南中 U16

Ｕ１６　１位 1 中２ 中学 齋藤瑠奈 南 郡山五中 郡山五中 U16

Ｕ１６　３位 2 中２ 中学 吉野理花 い いわきNTTC 平一中 U16

Ｕ１６　４位 3 中２ 中学 大山美由 北 ＧＡSC TT 福大附属中 U16

Ｕ１６　６位 4 中２ 中学 前沢　柚 い ア・パースＴＣ 赤井中 U16

Ｕ１６　７位 5 中２ 中学 吉田芽生 い ア・パースＴＣ 勿来一中 U16

Ｕ１４　１位 6 中２ 中学 佐久間向日葵 北 ＧＡSC TT 桜の聖母中 U14

Ｕ１４　２位 7 中２ 中学 秋山弥憂 い いわきNTTC 平一中 U14

Ｕ１４　３位 8 小６ 小学 小形寧音 北 ＧＡSC TT 瀬上小 U14

Ｕ１４　４位 9 中２ 中学 國分日菜乃 南 郡山五中 郡山五中 U14

Ｕ１４　５位 10 小６ 小学 松本可菜 い いわきNTTC 中央台北小 U14

Ｕ１４　６位 11 中１ 中学 長塚統子 い いわきローン 植田中 U14

Ｕ１４　７位 12 中１ 中学 横田碧衣 南 Ｋ.Ｊ.Ｔ.Ｃ 郡山七中 U14

Ｕ１４　８位 13 小６ 小学 寺島陽菜 い いわきNTTC 郷ケ丘小 U14

U16ﾍﾞｽﾄ16 14 中２ 中学 鎌田ひかり い ア・パースＴＣ 勿来一中 U16

U16ﾍﾞｽﾄ16 15 中２ 中学 蛭田莉子 い 常磐ジュニア 川部中 U16

U16ﾍﾞｽﾄ16 16 中２ 中学 春日ふらの 南 郡山六中 郡山六中 U16

U16ﾍﾞｽﾄ16 17 中２ 中学 唯野　萌 南 郡山六中 郡山六中 U16



天栄


