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「第３２回 第一生命 全国小学生テニス選手権大会｣への特別協賛について 

 

 

 

第一生命保険株式会社（社長 ：渡邉光一郎）は、２０１４年７月２８日（月）より開催される「第３２回 第一

生命 全国小学生テニス選手権大会（公益財団法人日本テニス協会主催）」に特別協賛します。 

本大会は、１９８３年に創設され、毎年、各都道府県の地区大会で上位成績を収めた選手が出場し小学

生日本一を決定する大会です。これまでに、杉山愛さん、錦織圭選手など国際的に活躍する選手を多数

輩出してきました。第３２回を迎える今年の大会には４，１３８名の中から勝ち抜いてきた９６名の選手が出場

します。また今回は大会初日にフェドカップ（※1）日本代表監督の吉田友佳さんを迎え、選手を対象にテ

ニスクリニックを実施する予定です。 

 当社は、「世界に通用する選手育成のためにはジュニアからの強化が重要である」という公益財団法人日

本テニス協会の趣旨に賛同し、社会貢献活動の一環として、第１回大会より特別協賛しています。当社所

有のクレイコート（※2）を大会会場として提供しており、ジュニアの試合で使用されることが珍しいクレイコー

トの経験を通して世界で活躍する選手の育成に貢献したいと考えています。 

 当社は、DSR（Dai-ichi’ｓ Social Responsibility：第一生命の社会的責任）経営の一環として、「健康の増

進」「豊かな次世代社会の創造」「環境の保全」を社会貢献活動の中心取組テーマに掲げ、今後も社会課

題解決に取り組んでいきます。 

 

※1 フェドカップとは、1963年から開催されている女子テニスの国別対抗戦のこと。1963年の国際テニス

連盟（International Tennis Federation）設立50周年を記念して、第1回大会が行われた。なお男子は

デビスカップと呼ばれている。 

※2 クレイコートとは、土でできたコートのこと。地盤の上に砕石や砂利、赤土、粘土、化粧砂などを重ね

た構造をしている。 

 

 

 

 

 

 

 



■「第３２回 第一生命 全国小学生テニス選手権大会」大会概要■ 

（１）開催期間：２０１４年７月２８日（月）～３０日（水）の３日間（予備日：７月３１日（木）） 

（２）開催会場：第一生命相娯園（そうごえん）グラウンドテニスコート 

※東京都世田谷区給田１－１－１ 

（３）出 場 者：全国の９ブロックの地区予選（総参加者４，１３８名）を勝ち抜いた男女９６名 

・男子シングルス ４８名、女子シングルス ４８名 

・トーナメント方式による試合 

（４）日中小学生テニス対抗戦への派遣 

出場選手の中から、優秀な成績をあげた男女各２名（計４名）を中国北京市で開催される同大会に

派遣します。 

（５）フェドカップ日本代表監督の吉田友佳さんによるテニスクリニックと開会式スピーチの実施 

出場選手を対象に吉田さんからのワンポイントアドバイスをいただくテニスクリニックを開催します。 

・日時： 7月28日（月）8：00-8：50（予定） 

・対象： 出場選手 

※吉田友佳さんのプロフィールは（別紙１）を参照ください。 

（６）ファミリーミーティングの開催 

技術だけでなく、世界に目を向けた選手の育成を目的として、大会前日のレセプションにおいて選

手・コーチ・家族を対象に以下の講演会を開催します。 

①タイトル：強くなる選手の特徴  

講師：米沢徹さん 

（元日本テニス協会強化委員会委員/元ナショナルコーチ） 

②タイトル：小学生からのアンチ・ドーピング～フェアプレーのために～ 

講師：北條達也さん 

（日本テニス協会医・科学委員会委員／同志社大学スポーツ健康科学部教授） 

※米沢徹さんのプロフィールは（別紙１）を参照ください。 

（７）運営 

・主催      公益財団法人日本テニス協会 

・特別協賛   第一生命保険株式会社 

・後援      読売新聞社 

・協賛      株式会社フミヤスポーツ、株式会社クラミツプラモート、ブリヂストンスポーツ株式会社 

・協力  株式会社東印度カレー商会、アサヒカルピスビバレッジ株式会社 



     （別紙１） 

＜吉田友佳さんプロフィール＞ 

・現在 フェドカップ代表監督 

・世界 4 大大会主な成績 97、98 年全豪 2 回戦／97年全仏 2回戦／97 年ウィンブルドン 2 回戦/98 年 

全米複ベスト 8 

・国内の主な成績 97 年全日本選手権複優勝／03 年全日本選手権単複優勝 

・全日本ランキング 94 年 12 位／95年 10位／96年 9 位／97 年 3位／98年 4 位／99 年 4位／ 

00 年 3 位/01 年 7 位／02 年 7 位／03 年 5 位／04 年 6 位 

・特記事項 02 年釜山アジア大会複銅メダル。元フェドカップ代表選手。自己最高世界ランキング 52 位。 

 

＜米沢徹さんプロフィール＞ 

・現在 チームヨネザワのジュニアを指導。 

・過去の指導選手 錦織圭、奈良くるみ、内山靖崇、デビスカップ代表チーム、フェドカップ代表チーム、 

            ジュニア代表チーム 

・全日本ランキング 79 年 8 位／80年-／81 年-／82 年 9 位／83 年 7 位／84 年 20 位／85年 3 位／ 

86 年 3 位／87年 10 位／88 年 10位／89年 4 位／90 年 11位 

・特記事項 元デビスカップ代表選手。自己最高世界ランキング 297位 

 

 

 

  



（別紙 2－1）   

第３２回第一生命全国小学生テニス選手権大会  出場選手リスト(男子) 

 
                                  

№ 地域 名　前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属団体名 所属地域 学年 年齢

1 北海道 藤川　侑志郎 ﾌｼﾞｶﾜ　ﾕｳｼﾛｳ 札幌市立西宮の沢小学校 北海道 6 11

2 3名 森　基唯斗 ﾓﾘ　ｷｲﾄ 札幌市立手稲東小学校 北海道 6 12

3 水上　倭 ﾐｽﾞｶﾐ　ﾔﾏﾄ 小樽市立幸小学校 北海道 6 12

4 東北 菅谷　優作 ｽｶﾞﾔ　ﾕｳｻｸ 仙台市立桂小学校 宮城 5 11

5 4名 伊藤　渚 ｲﾄｳ　ﾅｷﾞｻ 郡山市立赤木小学校 福島 6 12

6 栁沼　康生 ﾔｷﾞﾇﾏ　ｺｳｾｲ 郡山市立大島小学校 福島 6 11

7 新野　敬士 ﾆｲﾉ　ﾀｶｼ 山形市立金井小学校 山形 6 12

8 北信越 南　成星 ﾐﾅﾐ　ﾅﾙｾ 氷見市立窪小学校 富山 6 11

9 4名 植木　海音 ｳｴｷ　ｶｲﾄ 上越市立和田小学校 新潟 6 12

10 上村　海翔 ｶﾐﾑﾗ　ｶｲﾄ 高岡市立能町小学校 富山 6 12

11 三澤　宥甫 ﾐｻﾜ　ﾕｳﾎ 松本市立旭町小学校 長野 6 12

12 関東 木村　優希 ｷﾑﾗ　ﾏｻｷ 国分寺市立第二小学校 東京 6 11

13 12名 飯泉　涼 ｲｲｽﾞﾐ　ﾘｮｳ つくば市立茎崎第一小学校 茨城 6 12

14 木原　啓汰 ｷﾊﾗ　ｹｲﾀ 加須市立花崎北小学校 埼玉 6 11

15 青木　一晟 ｱｵｷ　ｲｯｾｲ 藤沢市立高砂小学校 神奈川 6 12

16 望月　慎太郎 ﾓﾁﾂﾞｷ　ｼﾝﾀﾛｳ 川崎市立向小学校 神奈川 5 11

17 松尾　滉哉 ﾏﾂｵ　ﾋﾛﾔ 香取市立小見川中央小学校 千葉 6 12

18 有本　響 ｱﾘﾓﾄ　ﾋﾋﾞｷ 川崎市立鷺沼小学校 神奈川 5 10

19 飯田　康介 ｲｲﾀﾞ　ｺｳｽｹ 八千代市立みどりが丘小学校 千葉 6 11

20 飯田　翔 ｲｲﾀﾞ　ｼｮｳ 坂東市立生子菅小学校 茨城 6 12

21 鈴木　久統 ｽｽﾞｷ　ﾋｻﾉﾘ 横須賀市立長井小学校 神奈川 6 12

22 谷　颯太 ﾀﾆ　ｿｳﾀ 川崎市立はるひ野小学校 神奈川 6 11

23 若尾　颯馬 ﾜｶｵ　ｿｳﾏ 春日部市立武里南小学校 埼玉 6 11

24 東海 三井　駿介 ﾐﾂｲ　ｼｭﾝｽｹ 清水町立西小学校 静岡 6 12

25 8名 伊藤　厚陽 ｲﾄｳ　ｺｳﾖｳ 名古屋市立小幡北小学校 愛知 6 12

26 座馬　大 ｻﾞﾝﾏ　ﾀﾞｲ 美濃加茂市立山手小学校 岐阜 6 12

27 井上　玄意 ｲﾉｳｴ　ｹﾞﾝｲ 津市立桃園小学校 三重 5 11

28 長岡　錬 ﾅｶﾞｵｶ　ﾚﾝ 伊賀市立上野東小学校 三重 6 12

29 岩田　幸太郎 ｲﾜﾀ　ｺｳﾀﾛｳ 岐阜大学教育学部附属小学校 岐阜 6 11

30 大矢　祥生 ｵｵﾔ　ｼｮｳｷ 岡崎市立井田小学校 愛知 6 11

31 橋本　洸矢 ﾊｼﾓﾄ　ｺｳﾔ 学校法人津田学園小学校 三重 6 12

32 関西 小柴　遼太郎 ｺｼﾊﾞ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 神戸市立西脇小学校 兵庫 6 11

33 5名 中辻　貴惣 ﾅｶﾂｼﾞ　ﾖｼﾉﾌﾞ 堺市立東深井小学校 大阪 6 11

34 末岡　大和 ｽｴｵｶ　ﾔﾏﾄ 明石市立大久保小学校 兵庫 6 11

35 露岡　昌範 ﾂﾕｵｶ　ﾏｻﾉﾘ 近畿大学附属小学校 大阪 6 12

36 増成　拓也 ﾏｽﾅﾘ　ﾀｸﾔ 三木市立自由が丘小学校 兵庫 6 12

37 中国 木本　達也 ｷﾓﾄ　ﾀﾂﾔ 山口大学教育学部附属山口小学校 山口 6 12

38 4名 磯村　志 ｲｿﾑﾗ　ｺｺﾛ 広島市立大塚小学校 広島 6 11

39 手嶋　海陽 ﾃｼﾏ　ｶｲﾖｳ 岩国市立愛宕小学校 山口 6 11

40 桑原　慶太 ｸﾜﾊﾗ　ｹｲﾀ 周南市立今宿小学校 山口 6 11

41 四国 中村　元 ﾅｶﾑﾗ　ｹﾞﾝ 四国中央市立金生第二小学校 愛媛 6 11

42 4名 大島　望 ｵｵｼﾏ　ﾉｿﾞﾐ 高松市立高松第一小学校 香川 5 10

43 山内　渉 ﾔﾏｳﾁ　ﾜﾀﾙ 愛媛大学教育学部附属小学校 愛媛 5 10

44 田中　篤生 ﾀﾅｶ　ｱﾂｷ 鳴門教育大学附属小学校 徳島 6 12

45 九州 稲田　幸一郎 ｲﾅﾀﾞ　ｺｳｲﾁﾛｳ 志免町立志免西小学校 福岡 6 11

46 4名 金田　諒大 ｶﾈﾀﾞ　ﾘｮｳﾀ 筑紫野市立天拝小学校 福岡 6 11

47 福江　晟尚 ﾌｸｴ　ﾏｻﾀｶ 福岡市立三宅小学校 福岡 6 11

48 太田　翔 ｵｵﾀ　ｶｹﾙ 有田町立有田中部小学校 佐賀 6 12



 （別紙 2－2） 

第３２回第一生命全国小学生テニス選手権大会  出場選手リスト(女子)  

 

№ 地域 名　前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属団体名 所属地域 学年 年齢

1 北海道 米原　千絵 ﾖﾈﾊﾗ　ﾁｴ 江別市立北光小学校 北海道 6 11

2 3名 小畑　莉音 ｵﾊﾞﾀ　ﾘｵﾝ 札幌市立星置東小学校 北海道 5 10

3 齋藤　優寧 ｻｲﾄｳ　ﾕｳﾅ 札幌市立新陵小学校 北海道 6 11

4 東北 五十嵐　唯愛 ｲｶﾞﾗｼ　ﾕｲﾅ 仙台市立大野田小学校 宮城 5 11

5 3名 鎌田　愛莉 ｶﾏﾀﾞ　ｱｲﾘ 秋田市立勝平小学校 秋田 6 11

6 吉野　理花 ﾖｼﾉ　ﾘｶ いわき市立湯本第一小学校 福島 6 12

7 北信越 三上　もみじ ﾐｶﾐ　ﾓﾐｼﾞ 長野市立古里小学校 長野 6 12

8 4名 村上　水彩 ﾑﾗｶﾐ　ﾐｻ 福井市立日之出小学校 福井 6 12

9 中島　由佳 ﾅｶｼﾞﾏ　ﾕｶ 塩尻市立片丘小学校 長野 5 10

10 三本　茉美 ﾐﾂﾓﾄ　ﾏﾐ 長岡市立千手小学校 新潟 6 11

11 関東 伊藤　汐里 ｲﾄｳ　ｼｵﾘ 埼玉大学教育学部附属小学校 埼玉 6 12

12 15名 井實　彩乃 ｲｼﾞﾂ　ｱﾔﾉ 国本小学校 東京 6 12

13 宮本　悠未 ﾐﾔﾓﾄ　ﾕｳﾐ 文京区立金富小学校 東京 6 12

14 中込　笑愛 ﾅｶｺﾞﾒ　ｴｱ 甲斐市立双葉東小学校 山梨 6 12

15 河野　瑞生 ｶﾜﾉ　ﾐｽﾞｷ 東村山市立東萩山小学校 東京 6 12

16 五十嵐　萌々 ｲｶﾞﾗｼ　ﾓﾓ 龍ケ崎市立馴柴小学校 茨城 6 12

17 池田　涼子 ｲｹﾀﾞ　ﾘｮｳｺ 国立市立国立第八小学校 東京 6 11

18 金津　春杏 ｶﾅﾂ　ﾊﾙｱ 藤沢市立羽鳥小学校 神奈川 6 12

19 石橋　彩由 ｲｼﾊﾞｼ　ｱﾕ 千葉市立新宿小学校 千葉 6 12

20 松田　絵理香 ﾏﾂﾀﾞ　ｴﾘｶ 横浜市立東品濃小学校 神奈川 5 10

21 堂後　みや美 ﾄﾞｳｺﾞ　ﾐﾔﾋﾞ 町田市立町田第二小学校 東京 6 12

22 中川　由羅 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾕﾗ 横浜市立南山田小学校 神奈川 5 11

23 大橋　麗美華 ｵｵﾊｼ　ﾚﾐｶ 横浜市立市ヶ尾小学校 神奈川 5 11

24 猪瀬　彩羽 ｲﾉｾ　ｱﾔﾊ 常総市立岡田小学校 茨城 6 11

25 勝見　幸璃 ｶﾂﾐ　ﾅﾅﾘ 前橋市立天川小学校 群馬 6 11

26 東海 馬渕　麻実 ﾏﾌﾞﾁ　ﾏﾐ 磐田市立富士見小学校 静岡 6 11

27 6名 大田　未空 ｵｵﾀ　ﾐｸ 伊勢市立早修小学校 三重 6 11

28 中川　桃 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾓﾓ 津市立栗葉小学校 三重 6 12

29 伊藤　泉彩 ｲﾄｳ　ﾐｻ 静岡市立城北小学校 静岡 6 12

30 長谷川　愛依 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾒｲ 一宮市立神山小学校 愛知 5 11

31 畑　瑠香 ﾊﾀ　ﾙｶ 浜松市立県居小学校 静岡 6 11

32 関西 西尾　萌々子 ﾆｼｵ　ﾓﾓｺ 京都市立川岡東小学校 京都 6 12

33 8名 髙岡　鈴蘭 ﾀｶｵｶ　ｽｽﾞﾗ 高石市立羽衣小学校 大阪 6 11

34 今村　咲 ｲﾏﾑﾗ　ｻｷ 京都市立大塚小学校 京都 6 12

35 森岡　きらら ﾓﾘｵｶ　ｷﾗﾗ 天理市立朝和小学校 奈良 5 11

36 加藤　智子 ｶﾄｳ　ﾄﾓｺ 堺市立若松台小学校 大阪 5 10

37 梶野　桃子 ｶｼﾞﾉ　ﾓﾓｺ 川西市立北陵小学校 兵庫 6 12

38 田中　くれあ ﾀﾅｶ　ｸﾚｱ 大津市立青山小学校 滋賀 6 12

39 吉田　涼音 ﾖｼﾀﾞ　ｽｽﾞﾈ 姫路市立広畑小学校 兵庫 6 12

40 中国 新見　小晴 ﾆｲﾐ　ｺﾊﾙ 岡山市立大元小学校 岡山 6 11

41 3名 井上　愛梨 ｲﾉｳｴ　ｱｲﾘ 山口大学教育学部附属山口小学校 山口 6 11

42 牛尾　真夕 ｳｼｵ　ﾏﾕ 山口市立大内南小学校 山口 6 12

43 四国 吉井　あかり ﾖｼｲ　ｱｶﾘ 西条市立多賀小学校 愛媛 6 12

44 3名 近藤　ひな子 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾋﾅｺ 松山市立桑原小学校 愛媛 6 11

45 三原　千廣 ﾐﾊﾗ　ﾁﾋﾛ まんのう町立満濃南小学校 香川 6 12

46 九州 川口　夏実 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾅﾂﾐ 佐世保市立相浦小学校 長崎 6 12

47 3名 山本　未来 ﾔﾏﾓﾄ　ﾐｸ 大野城市立大野東小学校 福岡 6 12

48 山口　藍 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｱｲ 熊本市立桜木小学校 熊本 6 12


