
月　　日 １２月 １６日 （日） １２月 ２３日 （日） １２月 ２４日 （月） １２月 ２５日 （火）

会　　場 泉庭球場 岩沼ジュニパーク グランディ グランディ グランディ グランディ

砂入り人工芝 砂入り人工芝 砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝/ハードコート

1R  　９:００～　Ａ ・B 1R  　９:３０～　F ３Ｒ～５Ｒ ６R ＱＦ　　 ９:３０～ SF～ＦＲ

　　　 ９:３０～　 Ｃ ・Ｄ 　 　　　１０:００～　G 　 　 　９:００～　Ａ ・B  　　９：３０～ ９－１２順決 　　９:３０～  

Ｕ-１８男子Ｓ 　　　１０:３０～　Ｅ 　　  １１:００～　H  　　 ９:３０～　Ｃ・ Ｄ 　 ９－１６順決 　５－８順決 ３決　　　　 

２R  １１:００～　Ａ ・B ２R  １１:３０～　F 　　１0:００～　E・F 　１０：３０～

　　　１２:００～　 Ｃ ・Ｄ 　 　　  １２:３０～　G  　　１０:３０～　G・H

　　　１３:００～　Ｅ 　　　１３:３０～　H 　

月　　日 １２月 ２２日 （土） １２月 ２３日 （日） １２月 ２４日 （月） １２月 ２５日 （火）

会　　場 グランディ グランディ グランディ グランディ

砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝/ハードコート

1R  　９:００～ 　Ａ ・B ４R～５R　１１：３０～ QF・SF　１２：３０～ FR　　　１２：３０～

　　　 ９:３０～ 　C  ３決

Ｕ-１８男子Ｄ 　　　１０:００～　Ⅾ  　

２Ｒ～３R　　　

　　　１０:３０～　 Ａ ・B  

　　　１２:００～ 　Ｃ ・D 

月　　日 １２月１５日 （土） １２月１６日 （日） １２月 ２４日 （月） １２月 ２５日 （火）

会　　場 グランディ 岩沼ジュニパーク 川内 グランディ

砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝 砂入り人工芝 砂入り人工芝/ハードコート

１R　  ９:００～　Ａ ３Ｒ～５Ｒ　　　 ＱＦ SF～ＦＲ

　　　１０:００～　Ｂ 　 　　９:３０～ 　Ａ・Ｂ   　９：００～ 　　９:３０～   

　　　１１:００～　C 　 　１０：００～　C・Ⅾ 　５－８順決 ３決　　　　 

Ｕ-１８女子Ｓ 　　　１２:００～　Ⅾ 　 ９－１６順決

２R　１３:００～　 A・B

　　　１４:３０～　C・D 　

※ナイター使用有

月　　日 １２月２３日 （日） １２月２４日 （月） １２月 ２５日 （火）

会　　場 川内 川内 グランディ

砂入り人工芝 砂入り人工芝 砂入り人工芝/ハードコート

１R ・２R (２R選手も集合） QF・SF　 ＦＲ　　１２:３０～

　 　９:００～　A　  　　１２：００～

Ｕ-１８女子Ｄ 　　９：３０～　Ｂ　 ３決　　　　 

　１０：３０～　C

　１１：３０～　Ⅾ

～５R

※ナイター使用有

平成３０年度　宮城県冬季ジュニアテニス選手権大会　　　　日程表　

１２月 １５日 （土）



月　　日 １２月 ２３日 （日） １２月 ２４日 （月） １２月 ２５日 （火）

会　　場 グランディ グランディ グランディ

砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝/ハードコート

1R  　９:３０～ QF     ＳＦ・ＦＲ     

２Ｒ

            ９:３０～              ９:３０～  

　　　　１０：００～ 　５－８順決 ３決　　　　 

月　　日 １２月 ２４日 （月） １２月 ２５日 （火）

会　　場 川内 グランディ

砂入り人工芝 砂入り人工芝/ハードコート

1R  　９:００～ ＳＦ・ＦＲ     

QF    １０:００～

            ９:３０～  

　５－８順決
３決　　　　 

月　　日 １２月１５日 （土） １２月１６日 （日） １２月 ２３日 （日）

会　　場 海岸公園 海岸公園 グランディ

砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝/ハードコート

Ｕ-1４男子Ｓ
1R  　９:３０～ QF ・SF    ＦＲ     

２Ｒ～３R

            ９:３０～              ９:３０～  

　　　　１０：３０～ 　５－８順決　　３決

月　　日 １２月１５日 （土） １２月１６日 （日） １２月 ２４日 （月）

会　　場 海岸公園 海岸公園 川内

砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝

Ｕ-1４女子Ｓ
1R  　１２:００～ QＦ・SF ＦＲ     

       　   ９:３０～                 ９:３０～  

　５－８順決　　３決

月　　日 １２月１５日 （土） １２月１６日 （日） １２月 ２３日 （日）

会　　場 海岸公園 海岸公園 グランディ

砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝/ハードコート

Ｕ-1２男子Ｓ
1R  　９:３０～ QF ・SF    ＦＲ     

２Ｒ

            １０:３０～              ９:３０～  

　　　　１０：３０～ 　５－８順決　　３決

月　　日 １２月１６日 （日） １２月 ２４日 （月）

会　　場 海岸公園 川内

砂入り人工芝/ハードコート 砂入り人工芝

Ｕ-１２女子Ｓ
QF ・SF    ＦＲ     
            １０:３０～              ９:３０～  

　５－８順決　　３決

平成３０年度　宮城県冬季ジュニアテニス選手権大会　日程表　

Ｕ-１６女子Ｓ

Ｕ-１６男子Ｓ



役　　　　　　員

ディレクター 菅原 宏之

アシスタントディレクター 村田 裕之

レフェリー 高野 正次

アシスタントレフェリー 早坂 晋・渡辺 栄一・栗原 貴裕 他 

注　意　事　項

1 . 選手は指定時間の 10 分前までに本部へ出席の届出を済ませて下さい。

2 . 天候その他により試合の有無が不明の場合も、一旦定刻 10分前までに参集して下さい。

日程を変更する場合は、大会本部に掲示します。

3 . 試合前のウォーミングアップはサービス４本のみとします。

4 . 審判はセルフジャッジです。

5 . 18才以下単復は1セットマッチとし、準々決勝より8ゲームプロセットとする。
16才以下は8ゲームプロセットとし、順位戦のみ1セットマッチとする。
12・14才以下は8ゲームプロセットとし決勝のみ3セットマッチとする。

6 . ダンロップフォートイエローを使用します。

7 . 試合結果は勝者が速やかに大会本部まで届けて下さい。

8 . 試合中の『けいれん』の処理時間は認めません。

9 . ウォームアップウェアの着用はその日の天候・気温などで大会本部が決定しますので、

指示に従って下さい。

10 . 日程を変更する場合は、大会本部に掲示します。

11 . 本大会(Ｕ-18.Ｕ-16)単は 3/28～30 泉庭球場で行われる 第 26 回東北春季ジュニア

テニス大会の選考資料とします。

本大会(Ｕ-14.Ｕ-12)単は 3/28～30 泉庭球場で行われる 全国選抜ジュニア

テニス選手権大会東北予選会の選考資料とします。

12 . 本大会Ｕ－１８複上位組より東北インドアテニス選手権大会（H30/2/2-3 山形総合運動

公園・天童）の推薦選手の選考資料とします。
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