
2021年度ジュニア強化練習会（小学生対象）参加選手決定について（報告）

 

委員長　油井　正幸

　 過日申し込みがありましたジュニア強化練習会の参加者（名）を、12月15日発表の関東ジュニア

ランキングにより別紙のとおり、男子の参加希望が多く男子20名・女子10名（補欠男子4名・女子2名）に

決定しましたことをご了解ください。

第1回　

講師： 大西　亮氏

重田夢亜プロ・高校生アシスタント数名

第2回　

講師： 藤井信太氏

会　場 さいたま市堀崎公園テニスコート

さいたま市見沼区堀崎12－1

集 合 時 間 9：30　(9：10～受付　初日受付時に、3000円集金します）　

持 ち 物 昼食・飲み物・トレーニングの為の敷物・縄跳び・防寒対策

キャンセル 怪我やその他の理由で、練習会を辞退する場合は速やかに連絡ください。　　　

　 連絡先　：担当者　090-7425-5138　(緊急連絡先携帯より連絡して下さい、非通知には出られません）

ジュニア強化アカデミー専用； academyjunior@sta-tennis.org

補 欠 補 充

問合わせ先 埼玉県テニス協会（月・水・金） TEL　048-778-1213

※　年末年始休み（12/28～1/4）

【コロナ対応】 下記事項を遵守し、会場では主催者の指示に従うようご理解ご協力をお願い致します。

＜感染症予防の注意事項＞

【出かける前に体調チェック】 【受付では】

・検温により平熱の確認 ・並ぶ際には距離を空ける

・発熱やせき、のどの痛みな ど風邪の症状がない

・だるさ、息苦しさがない 【オンコートでは】

・臭いや味がいつもと同じ ・ベンチ、ネット、審判台の接触を避ける

・選手同士の距離を取るように努める

【感染予防の基本】

・三密（「密閉」、「密 集」、「密接」）の回避 

・手洗い、アルコー ル等による手指消毒 【昼食時】

・コートを離れる時はマスク着用 ･黙食。会話はマスクをしてから行う。

・混雑する交通手段での移動を避ける 【終了したら】

・なるべく距離を空ける 速やかに会場から退出する

辞退者が出た場合は補欠順位に従って連絡します。(辞退がない場合は連絡しません)

2021/12/22

2022年１月23日(日)　9：30〜16：00

2022年1月30日(日)　9：30～16：00

山口芽生プロ・高校生アシスタント数名

 駐車場開門　8：30です。早くから並ぶと近隣の迷惑となりますので、ご留意下さい。

埼玉県テニス協会

ジュニアアスリートアカデミー事業推進委員会    

高橋信夫トレーナー

・プレイ中は手で顔に触れない（ハイタッチしない）

※　保護者の皆さまも同様の感染対策をお願い致します。



2021年度　埼玉県ジュニア強化練習会（小学生対象）

登録番号 氏名 フリガナ 所属

1 3421692 荻原 真司 オｷﾞﾜﾗ ｼﾝｼﾞ 上尾テニスクラブ

2 3421946 遠藤 礼 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｲ グリーンテニスプラザ

3 3422324 山﨑 あさひ ﾔﾏｻﾞｷ ｱｻﾋ グリーンテニスプラザ

4 3422012 有田 伊織 ｱﾘﾀ ｲｵﾘ ジョイナステニスアカデミー

5 3422362 北村 晋次朗 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞﾛｳ Fテニス

6 3422651 長澤 陽葵 ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 上尾テニスクラブ

7 3422303 藤田 湊 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾅﾄ 新座ローンテニスクラブ

8 3422574 鈴木 嵩人 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾄ ジョイナステニスアカデミー

9 3422343 森 泰世 ﾓﾘ ﾀｲｾｲ グリーンテニスプラザ

10 3422365 上野 晴和 ｳｴﾉ ｾｲﾜ ソミュールテニスアカデミー

11 3422151 甲斐 瑞希 ｶｲ ﾐｽﾞｷ Fテニス

12 3422644 森近 周平 ﾓﾘﾁｶ ｼｭｳﾍｲ シードテニスクラブ

13 3422286 中川 惠善 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｾﾞﾝ Fテニス

14 3422560 金澤 輝空 ｶﾅｻﾞﾜ ｷﾗ Smile Tennis College

15 3422655 平野 匠悟 ﾋﾗﾉ ｼｮｳｺﾞ フォレストテニスクラブ

16 3422783 榎本 景介 ｴﾉﾓﾄ ｹｲｽｹ シードテニスクラブ

17 3422311 川崎 裕生 ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ グリーンテニスプラザ

18 3422844 青柳 晃正 ｱｵﾔｷﾞ ｺｳｾｲ シードテニスクラブ

19 3421976 小泉 陽日路 ｺｲｽﾞﾐ ﾋｲﾛ 三芳ジュニアテニスアカデミー

20 3422706 加藤 宏人 ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ ブリヂストンテニスハウス新所沢

補欠1 3422435 関口 慶 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲ 鴻巣グリーンテニスクラブ

2 3422026 石川 理仁 ｲｼｶﾜ ﾘﾋﾄ 戸田市スポーツセンター

3 3422656 山根 颯斗 ﾔﾏﾈ ﾊﾔﾄ ブリヂストンテニスハウス新所沢

4 3422776 渡辺 惺一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ むさしの村ローンテニスクラブ

登録番号 氏名 フリガナ 所属

1 3461844 髙橋 彩音 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾈ グリーンテニスプラザ

2 3461828 持田 楓華 ﾓﾁﾀﾞ ﾌｳｶ 戸田市スポーツセンター

3 3461948 佐々木 海嘉 ｻｻｷ ﾐｶ 大熊テニスクラブ

4 3461907 宮 祐月 ﾐﾔ ﾕｽﾞｷ Fテニス

5 3461910 植松 真帆 ｳｴﾏﾂ ﾏﾎ 浦和パークテニスクラブ

6 3461918 相馬 葵 ｿｳﾏ ｱｵｲ Fテニス

7 3461700 永島 凜歩 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘﾎ 戸田市スポーツセンター

8 3461949 櫻澤 志緒 ｻｸﾗｻﾞﾜ ｼｵ ブリヂストンテニスハウス新所沢

9 3461832 鈴木 綾花 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 戸田市スポーツセンター

10 3461990 新井 美結 ｱﾗｲ ﾐﾕ Fテニス

補欠1 3462097 杉山 叶実 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅﾐ  Smile Tennis College

2 3462000 千葉 真白 ﾁﾊﾞ ﾏｼﾛ テニスゼロ浦和

2021/12/22

＜参加者リスト：女子＞

＜参加者リスト：男子＞


