
令和元年10月13日(日)～14日(月)　一泊二日

スポーツ総合センター(　〒362-0031　　埼玉県上尾市東町3-1679　）

9:00 （開館は8:30、8:50以降にミーティング室使用可）

オンコート講師 13日；黒田純一プロ

14日　；松尾友貴プロ

アシスタント講師　三好健太氏（両日参加）

トレーニングコーチ ；高橋　信夫トレーナー　

リハビリテーション科・理学療法士

7500円　当日受付の時にお支払い下さい。

（補欠選手が補充できない場合は、参加費用を徴収します）

練習時の飲み物・室内用トレーニングシューズ・トレーニング時の敷物・縄跳び

テニスノート・筆記用具・保険証の写し・アメニティセット・タオル（入浴用）・パジャマ

合宿中は外出禁止（コンビニへの外出は原則禁止、必要なものは持参すること）

埼玉県テニス協会　℡　

Fax

E-mail

9:00～ 6:00 起床 ※1
9:15 集合・開始式 6:30 朝の練習

10:00 午前練習開始 7:15～ ※2 テニスコート（クレーコート）
12:00 午前練習終了 8:50

9:00 ※3
13:00 午後練習開始

15:00

16:20 10:30 ※4
16:30

18:00～

19:00 12:00 午前練習終了 ※5
20:30 講習会終了

13:00 午後練習開始 ※6
22:00

※7

16:30 練習終了・終了式 ※8

048－778-1214

jimukyoku@sta-tennis.org

１０月１３日(日) 1０月１４日(月)

朝食

午前練習開始

問い合わせは電話・FAX・E-
mail(U-12ジュニア強化合宿の
件と記載）

ミーティング室

→1F右奥の食堂前を左へ進む

→出入り口にて靴の砂を落とすこと！

雨天時は、体育実習室でのト
レーニングやストレッチなどの実
習と座学を予定

スポーツ総合センターHPより、宿
泊の注意事項などを確認してお
くこと。

貴重品等は自己管理できるよう
にしておくこと。

おやつや補食は、主食が食べら
れる範囲で自己管理。

館内に飲み物の自動販売機あ
り。

２０１９　埼玉県主催U-１２ジュニア強化合宿　参加選手決定について（報告）

2019/9/27

　過日申し込みがありましたジュニア強化合宿の参加者を、2019年９月24日発表の,関東コンピューターランキング

を基に別紙の通りに決定しました。尚、補①、補②、補③・・・の印は辞退者が出た際の補欠の順番です。

怪我等で辞退する場合は、補欠選手を補充しますので、速やかに緊急連絡先に連絡してください。

辞退者が出た場合、補欠順位に従って埼玉県テニス協会から連絡します。(辞退がない場合は連絡しません)

期日

会場

集合時間

ミーティング室にて受付（ミーティング室は8:50以降　その時間前には入れません）集合場所

講習講師

医療法人　川久保病院

参加費用

参加選手決定後のキャンセルは、緊急連絡先（090－7425－5138）にご連絡下さい。

２チーム　オンコート

昼食

２チーム　トレーニング

持ち物

その他

問い合わせ

埼玉県ジュニア強化合宿　日程

ミーティング室にて受付

048－778－1213　（月・水・金　10：00〜16：00）

チェンジ・移動

宿泊説明・宿舎へ移動

夕食

（休憩１５分）

練習終了、ミーティング室へ

体育実習室にて講習開始

宿舎退出・ミーティング室へ

昼食

入浴

就寝 天候や進行状況により、
コーチやトレーナーの
指示で練習内容を決定



№ 登録番号 氏名 フリガナ 所属
9/15日付
ランキング

1 3420442 山本　翔太郎 ヤマモト　ショウタロウ Fテニス 829

2 3420968 大砂　駿 オオスナ　シュン さくら野火止テニスアカデミー 1568

3 3421856 矢澤　琉伊 ヤザワ　ルイ グリーンテニスプラザ 1626

4 3421521 塚野　広大 ツカノ　コウダイ さくら野火止テニスアカデミー 1676

5 3421246 山口　直人 ヤマグチ　ナオト グリーンテニスプラザ 1793

6 3421834 川岸　龍太 カワギシ　リョウタ Fテニス 1817

7 3421442 江原　叶碧 エハラ　トア 吉見ジュニアTC 2012

8 3420882 宮川　昇大 ミヤガワ　ショウタ 浦和パークテニスクラブ 2025

9 3422330 鈴木　龍之介 スズキ　リュウノスケ ジョイナステニスアカデミー 2087

10 3421427 西嶋　凛央翔 ニシジマ　リオト さくら野火止テニスアカデミー 2132

11 3421488 関根　悠大 セキネ　ユウト 与野テニスクラブ 2165

12 3421062 大谷　侑己 オオタニ　ユウキ 戸田市スポーツセンター 2165

補1 3421724 羽生田　琉碧 ハニュウダ　ルイ シードテニスクラブ 2191

補2 3421880 永田　圭 ナガタ　ケイ Fテニス 2449

補3 3421927 白川　径 シラカワ　ワタル シードテニスクラブ 2526

補4 3421932 中田　琉生 ナカタ　ルイ グローバルプロテニスアカデミー 2550

補5 3421517 桑原　颯志 クワバラ　ソウジ ALWAYS TENNIS SCHOOL 2757

補6 3422092 広見　海 ヒロミ　カイ リトルプリンステニスクラブ 2863

補7 3421887 中島　楓 ナカジマ　カエデ ブリヂストンテニスハウス新所沢 3003

補8 3421870 河村　柚希 カワムラ　ユズキ 与野テニスクラブ 3098

補9 3421564 梅木　綸太郎 ウメキ　リンタロウ Fテニス 3098

補10 3422283 益子　泰士 マスコ　タイシ ブリヂストンテニスハウス新所沢 3125

補11 3422560 金澤　輝空 カナザワ　キラ グローバルプロテニスアカデミー 3450

補12 3421056 石川　侑海斗 イシカワ　ユウト 戸田市スポーツセンター 3516

補13 3422303 藤田　湊 フジタ　ミナト さくら野火止テニスアカデミー 3621

補14 3422029 江口　恵叶 エグチ　ケイト 戸田市スポーツセンター 3807

補15 3422056 張　永明　 チョウ　ハルアキ 戸田市スポーツセンター

№ 登録番号 氏名 フリガナ 所属
9/15日付
ランキング

1 3461327 本田　莉々香 ホンダ　リリカ 戸田市スポーツセンター 1218

2 3461289 石澤　穂乃花 イシザワ　ホノカ Fテニス 1231

3 3461640 塚本　彩日 ツカモト　アヤカ ブリヂストンテニスハウス新所沢 1262

4 3461658 川島　瑠莉 カワシマ　ルリ さくら野火止テニスアカデミー 1312

5 3461780 島村　桜良 シマムラ　サクラ グリーンテニスプラザ 1312

6 3461695 三枝　夏子 サエグサ　ナツコ H.Y.S 1360

補1 3461649 大越　理紗 オオコシ　リサ H.Y.S 1366

補2 3461663 三上　咲季 ミカミ　サキ 浦和パークテニスクラブ 1388

補3 3461800 羽生田　杏 ハニュウダ　アン シードテニスクラブ 1582

補4 3461716 武田　紗弥 タケダ　サヤ シードテニスクラブ 1657

補5 3461700 永島　凛歩 ナガシマ　リホ 戸田市スポーツセンター

※　2019年9月24日発表（9/15日付）の関東ジュニアランキングに基づいて選考しました。

＜男子＞

＜女子＞

2019　埼玉県主催 U-12ジュニア強化合宿　参加選手リスト


