
令和元年10月26日(土)～27日(日)　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 松尾 友貴プロ

　アシスタント講師　　三好健太氏　

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 6:30 朝の練習

9:30 午前練習開始 7:15～ ※2 テニスコート（クレーコート）
8:50

9:00 ※3

12:00 午前練習終了

10:30 ※4
13:00 午後練習開始

14:30

16:30 12:00 午前練習終了 ※5

18:00～ 13:00 午後練習開始 ※6
19:00

20:30 講習会終了 ※7

22:00 16:30 練習終了・終了式 ※8

講習講師

２０１９　埼玉県主催 U-１4ジュニア強化合宿　参加選手決定について（報告）

2019/10/9

　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)

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。

期日

会場

集合時間

集合場所 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）

持ち物

その他

問い合わせ 048－778－1213　（月・水・金　10：00〜16：00）

048－778-1214

jimukyoku@sta-tennis.org

埼玉県ジュニア強化合宿　日程
１０月２６日(土) 1０月２７日(日)

ミーティング室にて受付 ミーティング室

→1F右奥の食堂前を左へ進む
朝食

宿舎退出・ミーティング室へ →出入り口にて靴の砂を落とすこと！

午前練習開始 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・ルール勉強を予定

AB　オンコート

CD　トレーニング

昼食 チェンジ・移動 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。

夕食 おやつや補食は、主食が食べら
れる範囲で自己管理。ミーティング室にて講習開始 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

館内に飲み物の自動販売機あ
り。入浴

問い合わせは電話・FAX・E-
mail(U-14ジュニア強化合宿の
件と記載）

集合・開始式

就寝

宿泊説明・宿舎へ移動

練習終了、ミーティング室へ 貴重品等は自己管理できるよう
にしておくこと。昼食



№ 登録番号 氏名 フリガナ 所属
9/15日付
ランキング

1 3420966 内田 弘心 ウチダ ヒロムネ シードテニスクラブ 511

2 3420447 猪俣 有 イノマタ ユウ Fテニス 786

3 3420333 小松田 龍太 コマツダ リョウタ S．I．T．A 829

4 3420373 松永 順平 マツナガ ジュンペイ さくら野火止テニスアカデミー 891

5 3422280 松元 佑悟 マツモト ユウゴ グローバルプロテニスアカデミー 891

6 3420837 神田 隆成 カンダ リュウセイ さくら野火止テニスアカデミー 933

7 3421504 中島 結一郎 ナカシマ ユウイチロウ 三芳ジュニアテニスアカデミー 1020

8 3421423 高橋 優輝 タカハシ ユウキ レイムテニスセンター 1020

補1 3421143 佐藤 怜 サトウ レイ レイムテニスセンター 1033

補2 3420457 柳沢 昊 ヤナギサワ ソラ さくら野火止テニスアカデミー 1084

補3 3420953 三田 悠里 ミタ ユウリ リトルプリンステニスクラブ 1304

補4 3421183 高橋 大樹 タカハシ ダイキ 石井真テニスアカデミー 1626

補5 3422301 吉永 凛 ヨシナガ リン さくら野火止テニスアカデミー 1763

補6 3421589 保坂 悠輝 ホサカ ユウキ 鴻巣グリーンテニスクラブ 1807

補7 3421553 翠簾野 慎吾 ミスノ シンゴ S．I．T．A 1989

補8 3421004 村岡 優羅 ムラオカ ユラ Fテニス 2153

№ 登録番号 氏名 フリガナ 所属
9/15日付
ランキング

1 3461280 前田 樹花 マエダ コノカ グローバルプロテニスアカデミー 433

2 3461281 吉岡 里菜 ヨシオカ リナ リトルプリンステニスクラブ 632

3 3461286 中務　亜子 ナカツカ アコ 浦和パークテニスクラブ 672

4 3461490 渡辺 光来 ワタナベ ミク SYT月見野テニススクール 753

5 3461458 松岡 杏樹 マツオカ アンジュ シードテニスクラブ 801

6 3461336 高橋 杏奈 タカハシ アンナ アクロステニスアカデミー 847

7 3461522 池羽 真菜 イケバ マナ レイムテニスセンター 971

8 3461452 福田 千優 フクダ チヒロ さくら野火止テニスアカデミー 1097

※　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。

2019　埼玉県主催 U-14ジュニア強化合宿　参加者リスト

＜男子＞

＜女子＞


