
第２０回　　ウインビレッジ　　ジュニアシングルス選手権

主　 催       ウインビレッジTC
協　 賛　     ダンロップスポーツ

１６日（火） １７日（水） １８日（木） １９日（金）
１３才以下男子・女子 １１才以下　男子・女子 １５才以下　男子・女子 全種目
予備日　１９日（金） 予備日　１９日（金） 予備日　１９日（金） 予備日

会   場　　   ウインビレッジＴＣ（砂入り人工芝コート）
使用球　　   ダンロップフォート

○新型コロナウィルス感染症対策の別紙注意事項厳守及び申告書提出を
　　受付時に必ずご提出ください。

○試合方法は各種目ドロー表をご確認ください。　
　　　　　　　初戦敗者はコンソレーションマッチを行います。
　　　　　　　　　　　コンソレーションマッチ６ゲーム先取ノーアドバンテージ　
　　天候等の理由により変更することがあります。

○ウォーミングアップは各試合サービスのみ

〇全日８：１５より受付を開始いたします。（８/１０(火)15才以下男子は８：４５より）　
　　ウォーミングアップのコートのご使用は受付を済まされてからお願いいたします。

○全試合、セルフジャッジにて行います。
　　　コールは大きな声、ハンドサイン等で、わかりやすくすること。

○みなさんは各クラブの代表です。マナーを守り、
　元気よく試合にのぞんでください。

○小雨決行、大雨順延
　　　　　雨天による中止等の決定は７：３０にいたします。
　　　　　クラブフロントにお電話、またはホームページてご確認ください。

　ウインビレッジＴＣ　　　Tel　０５４－２３７－２０２２
　　　　　　　　　　　　　　　URL　http://www.winvillage-tennisclub.com

開催日　     ２０２２年８月１６日（火）～１８日（木）　



【別紙】新型コロナウィルス感染症対策特別注意事項

①   以下の事項に該当する場合には、参加を見合わせるもしくは棄権を申し出て下さい。
・体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などや嗅覚・味覚に異常を感じる場合）
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国や地域等への
　渡航または在住者との濃厚接触がある場合
②   参加者は必ずマスクを持参着用して下さい。（試合中の選手は外して下さい。）
③   こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をして下さい。
④   他の参加者、主催スタッフ等との距離を２m以上確保してください。
⑤   大きな声での会話・応援等は禁止といたします。
⑥   タオルなどの共有はしないでください。
⑦   飲食については、周囲の人と距離を取って対面を避け、会話は控えめにして下さい。
⑧   ゴミは必ず各自持ち帰ってください。
⑨   クラブハウス等の施設利用は、必要最低時間内で済ませて下さい。
⑩   当日の試合日程が終了した選手は、速やかに帰路に向かって下さい。
⑪   大会参加終了後２週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、主催者に対して
速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。

《コート内》
①   試合を始める前のトスは、安全といわれる選手間の距離である２m以上を保ち行って下さい。
②   プレー中のスコア及びジャッジで相手選手と意見が異なった場合、選手間の距離を２m以上
保ち話あってください。
③   試合終了後の握手は行わないでください。試合終了時お互いに終了とスコアの確認をして
その場であいさつをしてください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　キリトリ　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

試合当日前２週間における以下の事項に当てはまるものを全て☑して下さい・

□　平熱を超える発熱は無かった（おおむね37度5分以上）
□　咳、のどの痛みなど風邪の症状は無かった
□　だるさ、息苦しさなど無かった
□　嗅覚や味覚の異常は無かった。
□　体が重く感じる、疲れやすい等を感じる事は無かった。
□　新型コロナウィルス感染症陽性とされた者との濃厚接触は無かった。
□　同居家族や身近な知人に感染が疑われている方はいない。
□　過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への
　　　渡航又は当該在住者との濃厚接触は無かった

以上のことを申告した上で、本日2021年1２月　　日の試合に参加致します。

本日の体温：　　　度　　　分　　　　所属　　　　　　　　　　　　氏名



１５才以下　男子仮ドロー　　２０２２．８．１８（木）

集合時間　：　１R　８：５０　　２R　９：３０

本戦　１セットマッチ

コンソレ　６ゲーム先取ノーアドバンテージ

3位決定戦 ―

初戦敗者はコンソレーションマッチを行います。

8 齊藤南翔 （清水ローン）

6 望月智生 （高瀬テニスカレッジ）

7 袴田倫太郎 （東陽TS)

4 白鳥佑樹 （清水ローン）

5 水井翔夢 （清水ローン）

田代登馬 （ウインビレッジ）

2 Ｂｙｅ

3 大場遥仁 （東陽TS)

1



１５才以下女子　仮ドロー　　２０２２．８．１８（木）

集合時間　全選手　８：５０

1 2 3 4 勝敗 順位

4

福山真望 （ブレスガーデン）

全試合　１セットマッチ

A

1

村松心麗 （ウインビレッジ）

3

田中遥花 （ウインビレッジ）2

山口ゆいり （アスルクラロ沼津）



１３才以下　男子仮ドロー　　　２０２２．８．１６(火)

集合時間　　１Ｒ　８：５０　　　２Ｒ　９：３０

3位決定戦 ―

初戦敗者はコンソレーションマッチを行います。

23

24

横山晴士 （あおやま庭球塾）

Ｂｙｅ

増田颯亮 （清水ローン）

Ｂｙｅ

澤直輝 （アスルクラロ沼津）

21 細谷詢 （アスルクラロ沼津）

22 大石倫資 （アクトスポーツ）

20 岩崎暖大 （ウインビレッジ）

18

山本悠生 （高瀬テニスカレッジ）

本戦　１セットマッチノーアドバンテージ　　　コンソレ　６ゲーム先取ノーアドバンテージ

（袋井クラウン）

4

Ｂｙｅ

（アクトスポーツ）佐野文都

（ブレスパティオ）

（アスルクラロ沼津）

7

8

（ブレスパティオ）

（アスルクラロ沼津）

服部大樹

（アクトスポーツ）

鈴木瑛人

3

5

12

6 萩原楓

仁科翼

Ｂｙｅ

高村圭吾

長谷川駿人

19

鈴木遼 （ブレスパティオ）

（S`s family TC)

10

17

大川虹祐

（アクトスポーツ）

16 渡辺瑛斗

宇塚玄

大谷元希 （東陽TS)

2

1

（あおやま庭球塾）

（アイTC）

13

15

11

14

9

長澤碧音



１３才以下　女子仮ドロー　　２０２２．８．１６（火）

集合時間　　　１R　８：５０　　２R　９：３０

本戦　１セットマッチノーアドバンテージ　　コンソレ　６ゲーム先取ノーアドバンテージ

3位決定戦 ―

初戦敗者はコンソレーションマッチを行います。

（千代TC）

近藤希海 （時之栖TC）

平連愛莉 （リックス静岡）

（ブレスガーデン）

井上藍奈

川島美空 （ウインビレッジ））

河村愛莉 （S‘ｓ family TC)

小池真咲 （Wish　TC)

2 Bye

3

1

4 長島華子 （ウインビレッジ）

5

山本奈央 （ウインビレッジ）

6

7

8

甲田優月 （ブレスパティオ）

9

山本有紗 （ウンノストロベリー）

10

11

12

渡邊瑠香 （TC Fuji Academy)

松井夏希

15

16 鈴木季和 （ブレスパティオ）

13 柴田紗弥 （アスルクラロ沼津）

14 山下紗愛奈 （ウインビレッジ）



１１才以下　男子仮ドロー　　　２０２２．８．１７(水)

集合時間　　１Ｒ　８：５０　　　２Ｒ　９：３０

3位決定戦 ―

初戦敗者はコンソレーションマッチを行います。

（ウンノストロベリー）

3

本戦　１セットマッチノーアドバンテージ　　　コンソレ　６ゲーム先取ノーアドバンテージ

1 藤代晃延 （アスルクラロ沼津）

2 Ｂｙｅ

6

大嶽凛太郎

9

庄司圭佑 （静清グリーン）

4 岩崎圭佑 （ウインビレッジ）

5 馬渕敬

7 前田慶翔 （アスルクラロ沼津）

8 根本輝心 （D‘S　TC）

神原一星 （高瀬テニスカレッジ）

10 宮脇歩夢 （アスルクラロ沼津）

11 瀬尾陽介 （アクトスポーツ）

12

杉山凜 （TC Fuji Acadamy）

13

小野田堅斗 （TC Fuji Acadamy）

（アスルクラロ沼津）

大野庸太 （あおやま庭球塾）

18

岡村悠 （アイTC）

14

15 小川樹 （静清グリーン）

16 櫻井元貴 （ウインビレッジ）

22 大橋叶和 （アスルクラロ沼津）

19

小澤怜央 （アスルクラロ沼津）

20 水井冴夢 （清水ローン）

17

有馬匠海 （リックス静岡）

23

24

山谷優人 （高瀬テニスカレッジ）

Ｂｙｅ

21 山本大馳 （TC Fuji Acadamy）



１１才以下　女子仮ドロー　　２０２２．８．１7（水）

集合時間　：　１R　８：５０　　２R　９：３０

本戦　１セットマッチノーアドバンテージ　　　

コンソレ　６ゲーム先取ノーアドバンテージ

3位決定戦 ―

初戦敗者はコンソレーションマッチを行います。

8 鈴木胡桃 （ブレスパティオ）

6 勝又由希菜 （時之栖TC)

7 和田梨々子 （YODAX)

4 山田優依 （リックス静岡）

5 渡辺葉月 （あおやま庭球塾）

1 藤江憩花 （ブレスパティオ）

2 Ｂｙｅ

3 鈴木里佳 （アイTC）



歴代優勝者

１５才以下 １３才以下 １１才以下
---- 岡本　憲彦（ウインビレッジ） 鈴木　龍樹（ウインビレッジ）

寺田　純子（ウインビレッジ） 山崎　舞子（ウインビレッジ） 大長　美咲（ウインビレッジ）
森口　俊（竜南TC) 大長　俊貴（ウインビレッジ）
大長　美咲（ウインビレッジ） 小川　茜（三保黒潮）
鈴木　龍樹（ウインビレッジ） 大長　俊貴（ウインビレッジ）
長島　愛（ウインビレッジ） 鈴木菜の花（ウインビレッジ）

杉村　優太（アイＴＣ） 朝比奈　亮（千代ＴＣ） 佐藤　大和（千代ＴＣ）
望月　陽子（千代ＴＣ） 八木　珠央（駿河台ローン） 早野　夏希（千代ＴＣ）
上野　陽祐（丹那ＴＣ） 小池　湧也（小杉ＴＳ） 坂本　徹（ニューウインブルドン）
宮下　諒子（千代ＴＣ） 早野　夏希（千代ＴＣ） 鈴木　爽花（ＴＡＳ）
浦田　大介（パピーＴＣ） 大長　俊貴（ウインビレッジ） 鈴木　大登（藤枝Ｎｅｗ青葉）
鈴木　爽花（ＴＡＳ） 嶋野　安沙美（小杉ＴＳ） 橋戸　レナ（ウインビレッジ）
井上　アラン（丹那TC) 横山　恵亮（ウインビレッジ） 小沼　瑞季（Wish TC)
嶋野　安沙美（小杉TC) 橋戸　レナ（ウインビレッジ） 望月　美玖（千代TC)
大長　俊貴（ウインビレッジ） 青島剣士郎（ニューウインブルドン） 正林　知大（佐鳴台ローン）
石川　琴乃（千代TC) 鈴木　優花（TAS) 松本佳那子（Wish TC)
遠藤　翼（丹那TC) 鷲津　祥久（ウンノストロベリー） 佐野　悠葵（TAS)
橋戸　レナ(ウインビレッジ） 藤田あやめ（ウインビレッジ） 三浦　麗奈（TAS)
辻村　圭哉（浜松インドアTC) 繁田　裕介（千代TC) 三浦　佑太（ベルTS)
牧　早織（ウインビレッジ） 三浦　麗奈（TAS) 藤田　千広（ブレスガーデン）
中村　真星（あおやま庭球塾）田中　諒弥（ＴＡＳ） 西村　潤（アクトスポーツ）
牧　早織（ウインビレッジ） 赤堀　凪（静清グリーン） 野口　綾那（ミナミＴＣ）
青山　楓季（あおやま庭球塾）三浦　佑太（ベルＴＳ） 鈴木　飛翔（ブレスパティオ）
木下　彩香（ウインビレッジ） 赤堀　凪（静清グリーン） 畑　瑠香（ニューウインブルドン）

三浦　佑太（ベルＴＳ） 杉本　佳加（ウンノストロベリー） 石垣　秀悟（ウンノストロベリー）

今村　果琳（佐鳴台ローン） 鈴木　渚左（Ｗｉｓｈ　ＴＣ） 水野　結子（ニューウインブルドン）

村木　亮太（Wish　TC) 鈴木　飛翔（ブレスパティオ） 石埜　光輝（佐鳴台ローン）
望月ひより（ウインビレッジ） 稲葉　梨莉（アクトスポーツ） 霜垣　花菜（清水ローン）
古牧卓真（清水ローン） 石垣秀伍（丹那TC) 後藤健太（ミノリアール静岡）
市川結子（あおやま庭球塾） 高田晴菜（wish　TC) 鈴木香漣（wish　TC)
藤田秀伍（ウンノストロベリー）石埜光輝(佐鳴台ローン） 春日韻（萩丘TC)
内田凛（丹那TC) 櫻田しずか（アクトスポーツ） 木下花穂（wish　TC)
山本響希（ＳＴＡＣ） 波津秀紀(丹那ＴＣ） 嶋田向健(清水ローン）
山内音葉(ブレスガーデン） 二宮茉子(佐鳴台ローン） 大石幸奈（清水ローン）
杉本湧（アクトスポーツ） 椎名惇気（アクトスポーツ） 佐野友都（アクトスポーツ）
望月結彩（千代TC) 木下花穂（Wish　TC） 福山真望（ブレスガーデン）
田代登馬（ウインビレッジ） 大庭嘉仁（本日庭球日） 則武駿（竜南TC)

---- 柴山祈梨（ウンノストロベリー） ----

第１８回

第16回

第７回

第１４回

第１２回

第８回

第１３回

第15回

第１７回

第１９回

第1回

第２回

第３回

第４回

第11回

第９回

第10回

第５回

第６回


