
*練習コートのお申込ありがとうございます。

*下記ページご参照ください。　コート1区画@1000円となります。（16:00～17:00　@1400円）

*ナイター照明は、No1～No8となります。時期的に16時15分前後から照明が必要となる為、8面のみとなります。

*なお、同一団体様等でシェアする・シェアをお願いした場合、お申込選手名が記載されていない場合があります。

*新規・追加等の申し込みを締め切りましたが、空きコートについて希望がありましたら下記お問合せより

  ご連絡ください。

https://ws.formzu.net/fgen/S30761067/

申し訳ございませんが、お問合せ順にて対応させていただく場合がございます。

*キャンセルは受付いたします。上記へご連絡ください。

　但し、当日の無断キャンセルはコート代をいただく場合があります。

受付　 2階デッキ大会本部にて受付・入金をお願いします。（申込者のみの受付）

クランク・シングルスステックは、2階デッキ受付でお渡しします。

管理事務所での受付は必要ありません。

選手・帯同者様は朝必ず検温を行って下さい。本部に報告は必要ありませんが、責任者様は

選手等の体調の把握をお願いします。

KTA杯開催中は会場をゾーニングするため2日目に空きコートが発生いたします。

参加選手の強化を考え、群馬県テニス協会ジュニア部主催で標記練習会を開催いたします。

但し、KTA杯が下記の条件で行われた場合とさせていただきます。ご了承ください。

条件 ① 1日目が順調に終了する事。

② 2日目の天候が良好で朝一16面使用しなくても大丈夫の場合。

ページはコチラから☛ takasakitennis.sakura.ne.jp/newpage1.html

KTA杯練習コートについて

🎾　強化マッチ練習会のお知らせ

http://takasakitennis.sakura.ne.jp/newpage1.html


コート

bs56 黒田 長実 gs9 平野 愛実

gs19 齋藤 来実 bs44 平田 崇 bs4 手塚 剛 bs37 高澤 旭寿 gs9 平野 愛実

bs5 西方 広優 bs7 亀山 日向

bs35 金田 悠来 bs24 海野 優輝 gsh7 戸田 愛莉 bs2 西方 広望 bs39 柳 宏優 bs51 大野 真寛

bs30 伊藤 洋一郎 bs3 山田 竜也 bs27 笹本 龍哉 gs32 田邉 紗瑛 bs32 轟 佑介 gs11 樋口 眞葵 bs16 橋本 宇弘 bsh4 杉本 一樹 bsh1 名雪 楽工

gs60 三好 栞奈 bs1 石井 凌馬 gs17 大脇 結衣 gs47 石井 絢 gs53 堀 陽菜子 bs21 村上 稜真 gs15 片柳 那望 bs11 澤入 春斗 gs16 名雪 芹 gs34 添田 栞菜 gs50 倉林 華夢

gs28 穴水 姫奈乃 gs4 稲場 らん bs42 吉田 琳 bs38 杉山 兼新 gs57 市岡 梓奈 bs50 早田 匡成 gs29 小林 杏里紗 gs61 大橋 來愛 gs1 小高 未織 gs59 古谷 ひなた gs8 黄川田 莉子

gs22 上方 璃咲 bs49 大森 瀬那 bs20 外池 智稀 bs53 中前 孝至朗 gs41 山本 晄 bs6 米野 俊亮

コート

gs56 齋藤 咲希 bs17 寺島 拓斗

bs8 安藤 雄哉 gs39 山倉 実桜 gs64 前田 璃緒 gs56 齋藤 咲希 bs23 大舘 一輝 bs59 戸邉 悠真

gs45 藤井 梨奈 bs61 内田 弘心 gs6 辻内 未海 gs48 小野 陽菜 gs5 小島 陽菜 bs28 渡邉 慧 gs58 佐藤 礼菜 gs24 小安 穂果 gs21 中新 ゆずりは

bs57 宮川 侑士 gs6 辻内 未海 gs33 伊東 磨希 gs44 藤田 真由 bs43 永井 優輝 bs18 平井 詳大 gs46 ディリマー 雅 gs7 齋藤 咲良 bs63 松元 佑悟

b：男子　g：女子

（ナイター照明No1～No8）

荏原SSC 浦和麗明高校 
QREATIV JUNIOR TENNIS ACADEMY 早稲田実業学校高等部 白鵬女子高校 日本大学第三高校 一筆ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

山梨学院高校 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ ｼｰﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 法政大学第二高校 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 

足利大学附属高校 足利大学附属高校 INABA T.S.

あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ INABA T.S. 法政大学第二高校 ISHII TENNIS ACADEMY 

ｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 足利大学附属高校 足利大学附属高校 初石ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

ｴｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ Team YUKA 東京都TA 

SYSﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ 霞ｹ浦高校 

吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ 

ｻﾑﾗｲPAL 

16:00

吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ 

15:00

浦和麗明高校 
QREATIV JUNIOR TENNIS ACADEMY 早稲田実業学校高等部 白鵬女子高校 日本大学第三高校 

14:00

13:00

荏原SSC CSAT A&Aﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 

12:00

東洋大附属牛久高校 

11:00

東洋大附属牛久高校 日本大学第三高校 

10:00

19 20

9:00

11 12 13 14 15 16 17 18

16:00

湘南工科大学附属高校 MAT Tennis Academy MAT前橋ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 昭和の森ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ 有明ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 善福寺公園ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

15:00

湘南工科大学附属高校 MAT Tennis Academy MAT高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 荏原SSC 荏原SSC ﾐﾅﾐｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

14:00

MAT Tennis Academy MAT高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

宇都宮ｻﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 毎日庭球日 

緑ｹ丘ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ MAT Tennis Academy MAT高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 荏原SSC 荏原SSC

13:00

東海大学菅生高校 MAT Tennis Academy MAT高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 

12:00

東海大学菅生高校 太田高校 

11:00

東海大学菅生高校 京王赤城ｱｶﾃﾞﾐｰ ﾙｱﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ﾘﾊﾞｰﾃﾆｽｽｸｰﾙ 

10:00

毎日庭球日 

KTA杯/U18　練習コート

 11月18日(金)

＊2階デッキ大会本部にて受付・入金をお願いします。管理事務所での受付の必要はありません。朝必ず検温をお願いします。　　　　　 　　清水善造メモリアルコート(ハード)

1 2 3 4 5 6 7

京王赤城ｱｶﾃﾞﾐｰ ﾘﾊﾞｰﾃﾆｽｽｸｰﾙ 

8 9 10 メイン

9:00


