
男子U13 男子U15 女子U13 女子U15 男子U11 女子U11
8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45

※試合が終わった選手で希望される選手は現役体育大学生とマッチ練習会を行います。
希望される選手は試合終了後、大会本部へおこしください。（出場者参加無料）
2　出　　　 　席
    選手は試合指定時刻までに、プレーできる服装になって本部で受付をして下さい。

3　雨天時
　　雨天、コート不良などによる中止の決定、集合時間変更などは開始1時間前にします。
　　上部記載の当日連絡先にご確認ください。
　　また、雨天時は試合形式を変更する場合がございます。
    順延・中止等のお知らせは、ジュンレオテニスアカデミーHP（https://www.junleo-ta.jp/）の
　　インフォメーション欄に情報をアップしますので、各自ご確認ください。

4　欠場連絡
　　上部記載の当日連絡先にご連絡ください。

5　試 合 開 始
　　オーダーオブプレーに従って、各自コートに入って下さい。
　　集合時間よりも早く入ることがあるので、オーダーオブプレーをしっかり確認してください。
　　若番の選手がボールを取りに来てください。
    前の選手が入ってから15分以上経つと失格になります。

6　試 合 方 法
　　①男子U11、は予選リーグ4ゲーム先取　ノーアドバンテージで行います。
　　トーナメントは1セットマッチ　ノーアドバンテージで行います。
　　②女子U13,U15,は1セットマッチ　ノーアドバンテージで行います。
　　③男子U13は1セットマッチ　ノーアドバンテージで行います。
　　④女子U11は3セットマッチ　タイブレーク方式で行います(ノーアドバンテージ）。
　　⑤男子U15は3セットマッチ　ファイナルスーパータイブレーク(ノーアドバンテージ）。
　　ウォーミングアップはサービス4本とします。
　　審判は付きません。セルフジャッジで行ってください。
　　アウト、フォルト、カウントのコールはハンドシグナルとともに大きな声で行ってください。
　　試合後、勝者がボールを持って本部に結果報告に来て下さい。

7　マ 　ナ 　ー
　　<プレーヤーのみなさん>
　　　・フェアプレーの精神を理解し、いついかなる時でも、スポーツマンシップにのっとった
　　　 行動をとりましょう。
　　　 ことのないように注意して下さい。

<観客のみなさん>
　　　・ご観戦の試合の、ラインジャッジ等の判定に関して、口出しすることをお控え下さい。
　　　・プレーヤーのエラーに対しては、拍手をご遠慮下さい。好プレーに対しては敵味方に
　　　 関係なく、拍手をお願いします。
　　　 選手が失格になりますのでご注意ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュンレオ大会本部

2019/6/2(日）

鹿屋体育大学
080-1127-5755

ジュンレオジュニアトーナメント鹿児島2019

開催日程

集合場所
当日連絡先

2019/6/1(土）

集合時間



2019年　ジュンレオ夏季ツアーキャンプⅠ

プロの選手や関東トップレベルの選手との質の高い練習でワンランクレベルアップをしよう！！

普段とは違った環境で普段と違った緊張感の中、練習してみませんか？？

また、期間中に関東テニス協会公認ジュニア大会にも出場します！

目的は確実なレベルアップ。夏休みでライバルとの差をつけよう！！！

募集要項

・参加資格 関東テニス協会のジュニア個人登録番号を取得している選手。

都県協会または高校、中学校連盟に加入している団体に所属している選手。

ジュンレオサマーWC大会上位者または当クラブが推薦した選手。

・キャンプ期間 2019年7月19日～8月8日　

ジュンレオサマー、関東ジュニアツアー等、期間内に出場します。

・練習会場 ジュンレオテニスアカデミー

〒243-0402　神奈川県海老名市柏ヶ谷587-1

TEL　046-236-5502　FAX046-236-5506

・日程　練習時間や大会案内等は参加者へ後日お知らせいたします。

・募集人数　定員8名　定員が少ない為、お早めにお申し込みください。

・参加費 160,000円（税込）

　　宿泊費、食費（朝、夕）、レッスン費

※レッスン費は特別価格となっております。

試合日程により参加されなくても返金は致しかねます。

※交通費　20,000円（関東での電車賃等）

　　　飲み物等　各自でお支払い下さい。航空運賃　各自予約・お支払い下さい。

　・関東公認大会エントリーには別途料金が必要になります。

　　※出場試合は個別に相談させて頂きます。

・申込み締め切り 2019年6月15日（日）

※    申込み方法

ジュンレオテニスアカデミーキャンプ担当 大山宛のメールにて受付いたします。

k-oyama@junleo-tdk.jp　に　氏名、電話番号、生年月日（西暦）
お申込み後のキャンセル料等につきましては100％となります。

たくさんのご参加をお待ちしています。

TEL　046-236-5502　　FAX　046-236-5506

ジュンレオテニスアカデミー　担当　大山　光一

mailto:k-oyama@junleo-tdk.jp
mailto:k-oyama@junleo-tdk.jp


2019年　ジュンレオ夏季ツアーキャンプⅡ

プロの選手や関東トップレベルの選手との質の高い練習でワンランクレベルアップをしよう！！

普段とは違った環境で普段と違った緊張感の中、練習してみませんか？？

また、期間中に関東テニス協会公認ジュニア大会にも出場します！

目的は確実なレベルアップ。夏休みでライバルとの差をつけよう！！！

募集要項

・参加資格 関東テニス協会のジュニア個人登録番号を取得している選手。

都県協会または高校、中学校連盟に加入している団体に所属している選手。

ジュンレオサマーWC大会上位者または当クラブが推薦した選手。

・キャンプ期間 2019年8月16日～8月24日　

・練習会場 ジュンレオテニスアカデミー

〒243-0402　神奈川県海老名市柏ヶ谷587-1

TEL　046-236-5502　FAX046-236-5506

・日程　練習時間や大会案内等は参加者へ後日お知らせいたします。

・募集人数　定員8名　定員が少ない為、お早めにお申し込みください。

・参加費 65,200円（税込）

　　宿泊費、食費（朝、夕）、レッスン費

※レッスン費は特別価格となっております。

試合日程により参加されなくても返金は致しかねます。

※交通費　15,000円（関東での電車賃等）

　　　飲み物等　各自でお支払い下さい。航空運賃　各自予約・お支払い下さい。

　・関東公認大会エントリーには別途料金が必要になります。

　　※出場試合は個別に相談させて頂きます。

・申込み締め切り 2019年6月30日（日）

※    申込み方法

ジュンレオテニスアカデミーキャンプ担当 大山宛のメールにて受付いたします。

k-oyama@junleo-tdk.jp　に　氏名、電話番号、生年月日（西暦）

お申込み後のキャンセル料等につきましては100％となります。

たくさんのご参加をお待ちしています。

ジュンレオテニスアカデミー　担当　大山　光一

TEL　046-236-5502　　FAX　046-236-5506

mailto:k-oyama@junleo-tdk.jp
mailto:k-oyama@junleo-tdk.jp


No

No

No

※予選リーグ4ゲーム先取。決勝トーナメント1セットマッチ　ノーアドバンテージ。
順位は勝率、ゲーム得失差、直接対決で決定します。
なお上記でも順位が決まらない場合タイブレークを行い順位を決定します。

ジュンレオジュニアトーナメント鹿児島2019
鹿児島大会　6月2日（日）　男子U11　

Aブロック 床田 和田 湯地 道庭 勝 敗 順位

1 床田　隼都 グランディールTC

2 和田　楓 グランディールTC

3 湯地　奏太

4 道庭　来斗 グランディールTC

2 鳥丸　遙斗 鹿屋ＳＳＴ

順位

1 花田　竜之介 グランディールTC

Bブロック 花田 鳥丸 柳瀬 井料田 勝 敗

3 柳瀬　竜之介 グランディールTC

4 井料田　翔 ライジングサンhjc

2 大谷　和寛 グランディールTC

順位

1 安田　竜馬 グランディールTC

Cブロック 安田 大谷 久保 勝 敗

3 久保　蓮生



No

No

No

※1セットマッチ　ノーアドバンテージ
順位は勝率、ゲーム得失差、直接対決で決定します。
なお上記でも順位が決まらない場合タイブレークを行い順位を決定します。

ジュンレオジュニアトーナメント鹿児島2019
鹿児島大会　６月１日（土）　男子U13　

Aブロック 笹川 松葉口 山下 今村 勝 敗 順位

1 笹川　祐輝 伊集院Ｊｸﾗﾌﾞ

2 松葉口　翔栄 ＫＡＺＥ

3 山下　晃世 ＡＴＡ

4 今村　仁哉 エアポートＪｒ

Bブロック 日高 鳥丸 小野 勝 敗 順位

1 日高　洋斗
シーガイアテニ
スアカデミー

2 鳥丸　蒼斗 鹿屋ＳＳＴ

3 小野　秦吾 ＡＴＡ

Cブロック 小川 原田 山脇 勝 敗 順位

1 小川　煌獅 ＥＲＧ

2 原田　崇暢 西紫原中学校

3 山脇　陽夕 チームジェムストン



No

※3セットマッチ　ファイナルスーパータイブレーク(ノーアドバンテージ）

ジュンレオジュニアトーナメント鹿児島2019
鹿児島大会　　　6月1日(土)　　男子Ｕ15

ブロック 有村 中間 神野 勝 敗 順位

1 有村　純吾 ATA

2 中間　紫音 ATA

順位は勝率、ゲーム得失差、直接対決で決定します。

3 神野　開 ATA



A1位

C2位

B2位

C1位

A2位

B1位

※1セットマッチ　ノーアドバンテージ

ジュンレオジュニアトーナメント鹿児島2019

鹿児島大会　　　　　　6月2日（日）　　男子U11

1位2位トーナメント



A1位

C2位

B2位

C1位

A2位

B1位

※1セットマッチ　ノーアドバンテージ

ジュンレオジュニアトーナメント鹿児島2019

鹿児島大会　　　　　　6月1日　　男子U13

1位2位トーナメント



A3位

C3位

A4位

B3位

※1セットマッチ　ノーアドバンテージ

男子U13、3位4位トーナメント



No

ルーセントテニス

アカデミー熊本

ジュンレオジュニアトーナメント鹿児島2019
鹿児島大会　　6月1日（土）　女子U13　

ブロック 笠原 内村 堀 山下 吉重 勝 敗 順位

2 内村　望央 ＡＴＡ

1 笠原　亜美

4 山下　結名 ＡＴＡ

3 堀　桜子 ＡＴＡ

5 吉重　ななこ サングリーンＪｒ

※1セットマッチ　ノーアドバンテージ
順位は勝率、ゲーム得失点差、直接対決で決めます。



No

シーガイアテニス

アカデミー

ジュンレオジュニアトーナメント鹿児島2019
　鹿児島大会　　　6月1日（土）　女子U15　

ブロック 須山 最上川 内村 日高 勝 敗 順位

2 最上川　奈緒 カワノテニス

1 須山　夏菜 鹿屋ＳＳＴ

3 内村　優月 くろまめ

※1セットマッチ　ノーアドバンテージ
順位は勝率、ゲーム得失差、直接対決で決定します。

4 日高　さくら


