
平成28年度にいがたトレセン冬季強化練習会実施要項（案）

（ テニスの強い新潟県にするために）

【 公益財団法人新潟県インドアスポーツ振興米山財団の助成を受けて開催します】

新潟県テニス協会会長 米山 勉

新潟県テニス協会トレセン委員会

日時： 第 １回 平成28年11月20日（ 日） 午後２時（ 1時40分集合） ～午後７時

第 ２回 平成28年12月 ４日（ 日） 同上

第 ３回 平成28年12月11日（ 日） 同上

第 ４回 平成29年 １月 ８日（ 日） 同上

第 ５回 平成29年 １月22日（ 日） 同上

第 ６回 平成29年 １月29日（ 日） 同上

第 ７回 平成29年 ２月19日（ 日） 同上

第 ８回 平成29年 ３月 ５日（ 日） 同上

※日程は変更されることがあります
対象： トレセン委員会に推薦された強化指定選手

ジュニア： 小学生～高校生

第１回～３回 男女各10人（ 高校生6人+中学生4人） 計20名
第４回～６回 男女各10人（ 中学生6人+小学生4人） 計20名
第７回～８回 男女各10人（ 中学生4人+小学生6人） 計20名
成年： 強化部推薦の国体候補選手

※選手はＭＵＦＧ県予選終了後の最新ランキングをもとに発表
会場： 新潟ジャンボITS室内コート（ カーペットコート３面使用）

新潟市中央区南出来島1-7-1 〒950-0963

℡ 025-285-1933 Fax025-285-1940
対象： 少年の部 別紙、強化指定選手リストに挙げられた選手

成年の部 強化部推薦の次年度国体候補選手

参加料： 2, 000円（ 1回： 当日納入）

申込： 選考された選手は定められた期日までに申込書（ 誓約書） を新潟県テニス協会理

事長宛に提出することとする。

提出期日： 平成28年11月18日（ 金） 必着

※参加しない選手もその旨を提出すること（ 自分の事は自分で！）。
コーチングスタッフ：

勝見志津（ 新潟県強化スタッフ・ 新潟ジャンボITS）

小磯孝太郎（ 新潟県強化スタッフ・ エールインドアテニススクール）

他、強化スタッフ（ 新潟大学テニス部員）

ディレクター： 尾﨑常博（ 新潟県テニス協会トレセン委員長） ℡ 080-3328-4015

新潟県テニス協会は新潟トレセン委員会を設立し、国体・ 全日本ジュニア・ インタ

ーハイで優勝を狙うテニスの強い新潟県にするためにジュニアから成年まで一貫し

た育成強化を図ります。選考された選手はその理念を理解した上で新潟トレセンの強

化練習に参加し一層の努力を積み重ねることを期待します。



　　　　　　　　　　　　平成２８年度　にいがたトレセン冬季強化練習会指定選手

　　【 公益財団法人新潟県インドアスポーツ振興米山財団の助成を受けて開催します】

新潟県テニス協会会長　米山　勉
新潟県テニス協会強化部
新潟県テニス協会トレセン委員会

前期（ 11/20、 12/4、 11） 　高校生6人（ 1位～6位） 、中学生4人（ 1位～4位）
■男子 ■女子

氏　名 学年 Ran. 　　所　属 氏　名 学年 Ran. 　　所　属
1田中　瑛士 高２ 2 （ 東京学館新潟） 1早川　美友 高２ 1 （ 新潟第一） 　　

2渡辺　太一 高２ 4 （ T&S新発田ITS） 2布川　七海 高１ 4 （ 開志国際） 　　

3池田　笑生 高１ 5 （ 東京学館新潟） 　　 3柳澤　有紀 高１ 6 （ 長岡） 　　

4後藤　　直 高２ 7 （ T&S新発田ITS） 　 4杉本　琴乃 高２ 7 （ 国際情報） 　　

5田村　瑞紀 高２ 8 （ 新潟第一） 　　 5薗部　優姫 高２ 10 （ 新潟第一） 　　
6柳澤　翼早 高１ 9 （ 東京学館新潟） 　　 6二見　優水 高１ 12 （ 新潟第一） 　　
7皆川　将也 中３ 12 （ 三条ファミリー） 7松山明日葉 中３ 2 （ マリンブルーTS）   

8 原　   風斗 中２ 13 （ ファーストTA） 8坂詰　姫野 中３ 3 （ ファーストTA）

9植木　海音 中２ 22 （ 上越グリーンI TS） 9三本　茉美 中２ 11 （ さく らテニスガーデン）
10 佐々 木康大 中１ 23 （ ジャンボI TS） 10沼野　菜海 中２ 16 （ ジャンボI TS）

11高橋　海希 中２ 20 （ 蒼紫SCTA）   

中期（ 1/8、 22、 29） 　中学生6人（ 1位～6位） 　小学生4人（ 1位～4位）
■男子 ■女子

氏　名 学年 Ran. 　　所　属 氏　名 学年 Ran. 　　所　属
1皆川　将也 中３ 12 （ 三条ファミリー） 1松山明日葉 中３ 2 （ マリンブルーTS）   

2 原　   風斗 中２ 13 （ ファーストTA） 2坂詰　姫野 中３ 3 （ ファーストTA）

3植木　海音 中２ 22 （ 上越グリーンI TS） 3三本　茉美 中２ 11 （ さく らテニスガーデン）
4 佐々 木康大 中１ 23 （ ジャンボI TS） 4沼野　菜海 中２ 16 （ ジャンボI TS）
5清水　渉平 中３ 24 （ 三条ファミリー） 5渡部　結衣 中２ 19 （ マリンブルーTS）   
6 坂井　宥仁 中２ 27 （ ファミリーITS） 6高橋　海希 中２ 20 （ 蒼紫SCTA）   
7 原　　爽叶 小６ 73 （ 上越グリーンI TS）   7 横田　　和 小６ 57 （ ファーストTA）
8加藤　駿一 小６ 74 （ T&S新発田ITS） 8勝見　尚加 小６ 69 （ ファミリーI TS）
9信田　　航 小６ 77 （ ジャンボI TS） 9松山　紗奈 小６ 70 （ ジャンボI TS）
10山田　旺典 小６ 89 （ ジャンボI TS） 10村山　　結 小６ 73 （ ファミリーI TS）
11斎藤　翔太 中１ 29 （ ファミリーITS）

後期（ 2/19、 3/5） 　中学生4人（ 5位～8位） 　小学生6人（ 1位～6位）
■男子 ■女子

氏　名 学年 Ran. 　　所　属 氏　名 学年 Ran. 　　所　属
1清水　渉平 中３ 24 （ 三条ファミリー） 1渡部　結衣 中２ 19 （ マリンブルーTS）   
2 坂井　宥仁 中２ 27 （ ファミリーITS） 2高橋　海希 中２ 20 （ 蒼紫SCTA）   
3 斎藤　翔太 中１ 29 （ ファミリーITS） 3神成　真生 中２ 27 （ 長岡北部Jr）
4内山　照英 中２ 31 （ ジャンボI TS） 4石川　和奏 中１ 34 （ 長岡北部Jr）
5原　　爽叶 小６ 73 （ 上越グリーンI TS）   5 横田　　和 小６ 57 （ ファーストTA）
6加藤　駿一 小６ 74 （ T&S新発田ITS） 6勝見　尚加 小６ 69 （ ファミリーI TS）
7信田　　航 小６ 77 （ ジャンボI TS） 7松山　紗奈 小６ 70 （ ジャンボI TS）
8山田　旺典 小６ 89 （ ジャンボI TS） 8村山　　結 小６ 73 （ ファミリーI TS）
9齋藤　葵平 小５ 90 （ ジャンボI TS） 9鈴木　まこ 小５ 77 （ さく らテニスガーデン）
10植木　浬玖 小５ 95 （ 上越グリーンI TS） 10白川　　華 小６ 80 （ ジャンボI TS）

■選考は原則として高2以下の最新の新潟県ジュニアランキングをもとに行い北信越大会の戦績も加味して
行います。

■希望する強化指定高校生は中期、後期においても参加を認めるものとします。
■次の2名は北信越大会の戦績を評価し参加を認めるものとします。

→　斎藤翔太： RSK北信越大会5位 中期練習会
→　高橋海希： 全国選抜Jr北信越大会14歳以下4位及び北信越Jr14歳以下3位 前期練習会

注意事項

１.参加する選手は申込書（ 誓約書） を新潟県テニス協会理事長宛にファックスで送ってく ださい。

Fax送付先： 0258-32-4507 石原法男

※参加しない場合もその旨を記入して送ってく ださい。
２ .指定選手が参加辞退しても繰上げはありません。

３ .欠席する場合は事前に必ず本人がトレセン委員長まで連絡してく ださい。（ 自分の事は自分で！）

４ .連絡先： 電話080-3328-4015  トレセン委員長　  尾﨑常博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ 平成28年11月20日～平成29年3月5日）

ランキングのポイント入力に一部間違いがあったため

訂正しました。（2016/11/16）


