
1 主 催 鳥取県中学生テニス連盟

2 主 管 鳥取県テニス協会　ジュニア委員会

☆ 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

　鳥取県テニス協会の指針により、中国テニス協会ジュニア委員会から提示されているガイ

　ドラインに沿っての対応をいたします。所属団体、ご父兄におかれましてはプリントアウトし

　て、仮ドローとともに周知していただきますようお願いいたします。

●県内大会を考慮し、送迎は他に方法が無い場合は知人の送迎を認めます。

◎受付の際に、選手、引率者、コーチ、同伴者など全員のチェックリストの提出をお願いいた

　します。同行者が２名以上の場合は「コーチ用」を使用してください。

◎受付時の検温にご協力ください。

◎必要な場合を除き、友人、親戚などの同行の無いようお願いします。

3 日 時 令和３年４月１０日（土）　どらドラパーク米子テニスコート（雨天決行）　　予備日４月１１日(日)

４月１０日（土） 練習コート ①８：００～８：１５　　②８：１５～８：２５

小学生、男女各シングルス ＊ ドローシートに記載の時間までに受け付けを済ませ

中学生、男女各シングルス てください。

4 服 装 試合をするときは「ゲームウエア」を着用してください。「Ｔシャツ」では試合ができません。

特別に寒い気温でなければ「ウォームアップ（長袖長ズボン）」の着用は認められません。

＊アンダーギアは、コンプレッションショーツ及びコンプレッションシャツの着用を認めます。

5 会 場 米子市営どらどらパーク米子テニスコート　（砂入り人工芝１０面）

　　　　　管理：米子市民体育館　　　　　ＴＥＬ　０８５９－３３－２８６１

6 種 目 【中学生大会】団体・シングルス・ダブルス

【小学生大会】シングルス

7 競 技 方 法 トーナメント　フィードインコンソレーションを行います。（中学女子はコンパスドロー）

　　　　　　　　　　　 本戦・３位決定戦：８ゲームズプロセット

　　　　　　　　　　　　フィードインコンソレーション：１タイブレークセットマッチ

＊試合前の練習は、サーブ４球ずつとラリー４球にて開始して下さい。

8 ボ ー ル 中学生大会　ダンロップＡＯ　　　小学生大会　ヨネックスツアープラチナム

9 中 国 大 会 ＊ 第３７回全国小学生テニス選手権大会　　中国地区予選大会

６月５日（土）～６日（日）　鳥取県鳥取市：コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク

県代表枠　５名＋中国ジュニア委員会ＷＣ（７名）

ＷＣ7名についての詳細は、中国テニス協会ＨＰを参照又は当日大会本部にてお問い合せ下さい。

（１） 第４７回全国中学生テニス選手権大会　　中国地区予選大会

７月１７日～１９日　尾道市：びんご運動公園公園テニスコート（砂入り人工芝）

県代表枠　シングルス：男女とも　５名

　　　　　ダブルス：男女とも　３組　　団体：男女とも　２校　

（２） 中国中学校テニス選手権大会(団体戦のみ）

８月２日～４日　　尾道市：びんご運動公園公園テニスコート（砂入り人工芝）県代表枠　団体：確認中

　　　　　

10 問い合わせ先 不明な点、荒天時のスケジュールなど　　０９０－３００３－９６７３　楠瀬正勝

令和３年度全国中学生大会鳥取県予選大会・全国小学生大会鳥取県予選大会

連絡事項・諸注意



【ジュニア＿全中】2021全国中学生鳥取県予選
BS-本戦
学校名 学年 所属団体 Round 1 Round 2 Qf Sf Final 勝者

1 福生中学校 2 境港ジュニア 土海 悠太 [1]  
   土海

2   Bye   
    土海

3 東山中学校 2 アポロＴＣ 柳生 拓磨  8-0
   柳生  

4 青翔開智中学校 2 プラセール 西村 歩 8-2   
    土海

5 後藤ヶ丘中学校 2 サニーＴＳ 初沢 駿佑  8-0
   初沢  

6 加茂中学校 2 アポロＴＣ 鍬本 侑輝 8-2   
    初沢

7   Bye  8-4
   幡原  

8 尚徳中学校 1 境港ジュニア 幡原 創 [6]   
    土海

9 福米中学校 2 サニーＴＳ 岸田 拓真 [4]  8-1
   岸田  

10   Bye   
    岸田

11 湯梨浜中学校 3 ＳＴＥＶＥ 谷口 翔哉  8-2
   植松  

12 加茂中学校 2 アポロＴＣ 植松 帆次郎 8-4   
    岸田

13 東中学校 1 ＳＴＥＶＥ 金藤 宏樹  8-3
   金藤  

14 後藤ヶ丘中学校 1 レインボー 上原 悠翔 8-0   
    安田

15   Bye  8-2
   安田  

16 西中学校 1 遊ポートＴＣ 安田 彰汰 [7]   
    太田

17 後藤ヶ丘中学校 2 アポロＴＣ 山﨑 大麓 [5]  8-6
   山﨑  

18   Bye   
    山﨑

19 第一中学校 1 境港ジュニア 野浪 僚太  8-1
   野浪  

20 米子北斗中学校 2 サニーＴＳ 赤井 駿斗 w.o.  
    太田

21 淀江中学校 1 アポロＴＣ 中村 柊弥  8-3
   白石  

22 加茂中学校 3 サニーＴＳ 白石 千空 8-0   
    太田

23   Bye  8-2
   太田  

24 国府中学校 2 遊ポートＴＣ 太田 翔 [3]   
    太田

25 福米中学校 3 境港ジュニア 大根 虎太郎 [8]  8-3
   大根  

26   Bye   
    大根

27   Bye  8-2
   松本  

28 西中学校 1 遊ポートＴＣ 松本 晄   
    寺坂

29 後藤ヶ丘中学校 2 境港ジュニア 水津 功稀  8-1
   八木  

30 中ノ郷中学校 3 ポップテニスプラス 八木 虹星 8-3   
    寺坂 岸田  

31   Bye  8-0  岸田

   寺坂  寺坂 8-2
32 東山中学校 2 サニーＴＳ 寺坂 遼央 [2]  

順位 3-4



BS - コンソレ
Round 1 Round 2 Round 3 Qf Sf Final 勝者
 

1 Bye 
 
西村 歩 

   
2 西村 歩  八木

 6-2  
八木 虹星  

  
3 鍬本 侑輝 八木

 7-5  
鍬本 侑輝  

    
4 Bye  鍬本 安田

 6-3  6-0
松本 晄   

  
5 Bye 安田 彰汰

 
谷口 翔哉 

    
6 谷口 翔哉  白石 安田

 6-4  6-2
白石 千空   

  
7 上原 悠翔 白石

 6-1  
上原 悠翔  

    
8 Bye  野浪 初沢

 6-3  6-1
野浪 僚太   

  
9 Bye 初沢 駿佑

 
赤井 駿斗 

    
10 赤井 駿斗  金藤 山﨑

 w.o. 6-3
金藤 宏樹   

  
11 中村 柊弥 金藤

 6-1  
中村 柊弥  

    
12 Bye  植松 金藤

 6-1  6-0
植松 帆次郎   

  
13 Bye 大根虎太郎

 
Bye 

    
14 Bye  幡原 山﨑

  6-4
幡原 創   

  
15 水津 功稀 幡原

 6-0  
水津 功稀  

    初沢  
16 Bye  柳生 山﨑  初沢

 6-3  6-2 金藤 6-1
柳生 拓磨    

山﨑 大麓

順位 7-8



【ジュニア＿全中】2021全国中学生鳥取県予選

GS-本戦

学校名 学年 所属団体 Qf Sf Final

   

 1 湯梨浜中学校 3 ＳＴＥＶＥ 櫻井 友子 [1]  

白石    櫻井

 2 加茂中学校 1 サニーＴＳ 白石 風花 8-0  

白石    櫻井

7-6(5)  3 美保中学校 2 サニーＴＳ 春山 のぞみ [3]  8-0

佐々木    春山

 4 第三中学校 1 境港ジュニア 佐々木 遥 8-0  

井上    櫻井

6-0  5 気高中学校 2 遊ポートＴＣ 井上 日彩  9-8(6)

井上    内田

 6 湖東中学校 2 遊ポートＴＣ 内田 祥生 [4] 8-2  

井上    櫻井

6-0  7 河北中学校 1 ＳＴＥＶＥ 竹部 姫菜  8-3

竹部    櫻井

8 湯梨浜中学校 1 ＳＴＥＶＥ 櫻井 利真 [2] 8-0

   
佐々木    春山

     
竹部 姫  春山

6-1      8-5
竹部 姫    内田

   

５位決定戦

３位決定戦７位決定戦


