
年間スケジュール 

 

○ 高体連主催北信越大会 

◎ 高体連主催全国大会  

● 協会主催（抜粋） 

SG：シングルス 

DB：ダブルス 
練  習 

4 月 ●県春季ジュニアテニス選手権大会 18 歳以下 SG 

屋外練習場所 

・CHUBU コート 

・岩瀬スポーツ公園（試合会場！） 

・布瀬南運動公園 

 

屋内練習場所 

・CHUBU ピロティ 

・CHUBU 体育館 

・その他の体育館 

5 月 県高校春季テニス選手権大会 SG，DB 

6 月 

県高校総体 団体戦，SG 

●県春季ジュニアテニス選手権大会 16 歳以下 SG 

○北信越高校テニス大会 団体戦，SG 

8 月 

●県高校テニスサーキット 学年別 SG 

◎全国高校総体 団体戦，SG 

県高校新人大会 学年別 SG，DB 

9 月 県高校秋季大会 団体戦，SG，DB 

10 月 ○全国選抜北信越予選大会 団体戦  

11 月 ●県秋季ジュニアテニス選手権大会 18 歳以下 SG 

 3 月 ◎全国選抜高校テニス大会 団体戦  

 

部員数 1 年生 17 人，2 年生 10 人，3 年生 11 人   計 38 人（2019 年度） 

部紹介 

高校からテニスをはじめた初心者から全国大会に出場する選手まで，幅広いレベルの選

手が所属しています。高校テニスの魅力はなんと言っても「団体戦」です。コートに立つ

のは１人でも，中部高校テニス部は気持ちを１つにして全員で戦います！ 

目標は全国大会で１勝，目的はテニスを通した人間的成長。ぜひ，僕たちと一緒にテニ

スをしましょう。正門隣のテニスコートで待っています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成30年度 （2018年度）
大　会　名 種　目 結　果

県高校総体 団体戦 BEST8
SG BEST16 柴　　大翔

県春季ジュニアテニス選手権大会 U16SG 3位 柴　　大翔
BEST8 張田　匠哉

U16DB 3位 柴　　大翔 ・ 張田　匠哉
○ 全日本ジュニアテニス選手権大会 北信越予選 U16SG 出場 柴　　大翔

U16DB 出場 柴　　大翔 ・ 張田　匠哉
県高校生テニスサーキット 1年SG 優勝 張田　匠哉
県高校新人大会 2年SG 優勝 柴　　大翔

1年SG 優勝 張田　匠哉
DB 3位 柴　　大翔 ・ 張田　匠哉

県高校秋季大会 SG 3位 柴　　大翔
BEST16 張田　匠哉

DB 3位 柴　　大翔 ・ 張田　匠哉
団体戦 3位

全日本ジュニア選抜室内テニス選手権 県予選 SG 2位 柴　　大翔
○ 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権 北信越予選 SG 出場 柴　　大翔

県秋季ジュニアテニス選手権大会 U18SG 2位 柴　　大翔
BEST16 張田　匠哉

県ジュニア室内テニス選手権大会 SG 2位 柴　　大翔

令和元年度 （2019年度）
大　会　名 種　目 結　果

県春季ジュニアテニス選手権大会 U18SG 4位 柴　　大翔
BEST16 佐武　孝祐

U18DB BEST8 柴　　大翔 ・ 張田　匠哉
U16SG BEST16 池田　　楽
U16DB 出場 池田　　楽 ・ 関　　康太

県春季テニス選手権大会 一般SG 2位 柴　　大翔
県高校春季大会 SG 3位 柴　　大翔

BEST16 張田　匠哉
DB BEST8 柴　　大翔 ・ 張田　匠哉

BEST16 薄井光三郎 ・ 豊石　　敦
県高校総体 団体戦 3位

SG 2位 柴　　大翔
○ 北信越高校総体 団体戦 出場

SG 出場 柴　　大翔
○ 全日本ジュニアテニス選手権大会 北信越予選 U18SG 出場 柴　　大翔
◎ 全国高校総体 ～南部九州総体～ SG 出場 柴　　大翔

県高校生テニスサーキット 2年SG 優勝 張田　匠哉
1年SG 優勝 池田　　楽

3位 関　　康太
県高校新人大会 DB 3位 張田　匠哉 ・ 澤井　優希

1年SG BEST8 池田　　楽
2年SG BEST8 張田　匠哉

県高校秋季大会 SG 3位 柴　　大翔
BEST16 張田　匠哉

DB 3位 柴　　大翔 ・ 張田　匠哉
団体戦 3位

県秋季テニス選手権大会 一般SG BEST4 張田　匠哉
国民体育大会 選手選考会 少年男子 優勝 柴　　大翔

◎ 国民体育大会 ～いきいき茨城ゆめ国体～ 少年男子 出場 柴　　大翔
全日本ジュニア選抜室内テニス選手権 県予選 SG 2位 柴　　大翔

5位 張田　匠哉
○ 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権 北信越予選 SG 出場 柴　　大翔

出場 張田　匠哉

○：ブロック大会　　◎：全国大会

選　手

選　手

2019.12.24 現在富山中部高校テニス部　大会結果記録

SG：シングルス　　DB：ダブルス


