
２０１８　福井しあわせ元気国体テニス競技会イベント事業　プレイ＆ステイ　

期日：平成３０年９月２９日（土） 　会場：福井市わかばコート
福井県福井市飯塚町１０−８ 電話： 0776-33-1333

＜参加者リスト＞ 2018/9/23

参加者名 ふりがな 参加者名 ふりがな
1 白崎　聖來 しらさき　せら 1 大脇　和沙 おおわき　かずさ
2 嶋﨑　結衣 しまさき　ゆい 2 桒島　凜 くわじま　りん
3 青木　涼太朗 あおき　りょうたろう 3 小木　智弘 こぎ　ともひろ
4 藤田　怜希 ふじた　さとき 4 西元　碧 にしもと　あおい
5 中野　侑 なかの　あつむ 5 竹本　理乃 たけもと　りの
6 柳本　隆太 やなぎもと　りゅうた 6 嶋田　紗季 しまだ　さき
7 柳本　結衣 やなぎもと　ゆい 7 山田　翔太郎 やまだ　しょうたろう
8 下中　聡士 しもなか　さとし 8 長谷川　詩 はせがわ　ふみ
9 橋本　琥珀 はしもと　こはく 9 淺川　実緒利 あさかわ　みおり

10 河井　悠伽 かわい　ゆうか 10 栗山　芹奈 くりやま　せりな
11 小澤　咲希 おざわ　さき 11 栗山　葵衣 くりやま　あおい
12 上田　瑛斗 うえだ　あきと 12 横田　創祐 よこた　そうすけ
13 中村　夏 なかむら　なつ 13 河﨑　萌恵 かわさき　もえ
14 中村　心 なかむら　こころ 14 森田　美凪 もりた　みなぎ
15 寿畑　陽愛 すばた　ひより 15 森田　千尋 もりた　ちひろ
16 宮崎　柚乃 みやざき　ゆの 16 豊岡　才 とよおか　さい
17 林　哉太 はやし　かなた 17 豊岡　華 とよおか　はな
18 岡本　龍之介 おかもと　りゅうのすけ 18 三田　美緒 みった　みお
19 田中　杏佳 たなか　きょうか 19 前田　紗凛奈 まえだ　さりな
20 内田　有咲 うちだ　ありさ 20 大國　航輝 おおぐに　こうき
21 内田　啓太 うちだ　けいた 21 野村　壮志 のむら　そうし
22 角田　悠 つのだ　はる 22 谷畠　佑和 たにはた　ゆうと
23 吉川　ゆうあ よしかわ　ゆうあ 23 天谷　圭佑 あまや　けいすけ
24 吉川　ひめか よしかわ　ひめか 24 鈴木　未彩 すずき　みいろ
25 細川　航佑 ほそかわ　こうすけ 25 河崎　菜央 かわさき　なお
26 細川　祐希 ほそかわ　ゆうき 26
27 清野　佑香 きよの　ゆうか 27
28 清野　惇 きよの　あつし 28
29 鹿浦　由穂 かのうら　ゆいほ 29
30 鹿浦　幸穂 かのうら　ゆきほ 30
31 上野山　幹空 うえのやま　まるく 31
32 池田　結愛 いけだ　ゆあ 32
33 池田　そよ風 いけだ　そよかぜ 33
34 34
35 35

<お知らせ＞
　福井しあわせ元気国体テニスイベント「プレイ＆ステイ」への申込ありがとうございました。
　各部の参加者リストをご確認いただきましてお間違えの無いようにご参加ください。
　イベント開始３０分前より受付をさせていただきます。
　※駐車場は会場横のアピタ屋上をご利用ください。（別紙参照）
　当日は福井国体総合開会式と重なっており会場付近は大変混み合う事が予想されます。
　時間　　　　　＜連絡先＞福井県テニス協会プレイ＆ステイ担当者　　細川広乃（090-6276-0852)
　参加者氏名の間違いや申込したのにお名前が無い等ありましたらご連絡ください。

午前の部（１０：００～１２：００） 午後の部（１３：００～１５：００）
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《イベント実施日》平成３０年９月２９日（日） 

福井しあわせ元気国体テニス競技会 イベント事業「ＰＬＡＹ＆ＳＴＡＹ」にお申込みいた

だき、ありがとうございます。 

イベント当日は福井運動公園で福井しあわせ元気国体総合開会式が開催されるため、わかば

テニスコート付近も混雑が予想されます。来場の際は、時間に余裕をもち、気をつけて来場し

てください。 

 

《駐車場案内図》指定駐車場：アピタ福井店屋上駐車場 

※１ テニスコートの入り口は普段とは別の場所なのでご注意ください。 

※２ アピタ福井店屋上駐車場からは、アピタ店内を通ってテニスコートへ来場ください。 

わかばテニスコート 
係員の指示に従って駐車してください 

アピタ福井店 屋上駐車場 

会場入り口 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者名 生年月日 性別 保護者名 

（ふりがな        ） 平成  年  月  日 男・女  

住所 電話番号 学校名 学年 

 -     -   

                               申込み〆切り：平成３０年８月３１日（金） 

「ＰＬＡＹ＆ＳＴＡＹ（プレイアンドステイ）」とは? 

テニスをしたことない子
こ

どもたちがラケットを持
も

ったその日
ひ

からテニスを 

楽
たの

しくゲームを「ＰＬＡＹ（プレイ）」でき、テニスをずっと楽
たの

しめる 

スポーツとして「ＳＴＡＹ（ステイ・留
とど

まる）」ことはぴっ 

 

どんなことをするの? 

広すぎない
ひろ

コートで、短い
みじか

ラケットとスピードの遅い
おそ

ボール 

を使う
つか

ことで誰
だれ

でも簡単
かんたん

にラリーができるようになり、楽しみ
たの

 

ながらテニスを始
はじ

めるプログラムはぴっ 

 

家族
か ぞ く

と相談
そうだん

して申し込み
も う し こ み

してね 

と き  ９月２９日(土) 午前の部 １０時～１２時（３０分前受付開始予定） 

午後の部 １３時～１５時（３０分前受付開始予定） 

ところ  福井市わかばテニスコート（福井市飯塚町１０－８） 

対 象  県内に在住している５歳～１０歳の子 

（保護者もしくは引率者の同伴が必要） 

定 員  各部とも２０人（応募多数の場合は抽選） 

参加料  無料（傷害保険は主催者で加入します） 

持ち物  運動しやすい服装、飲み物、タオルなど 

申 込  ８月３１日(金)（当日消印可）までに、参加申込書を郵送・ＦＡＸ・持参により申し込みください。 

     ※参加申込書は福井県テニス協会ホームページからダウンロードできます 

申込先  〒９１０－００２６ 福井市光陽３丁目１０－７ ヤスマグリーンテニスクラブ 細川あて 

または 

〒９１０－３６２１ 福井市小羽町２７－１清水総合支所内 競技運営課 小野田・桒島（ｸﾜｼﾞﾏ）あて 

ＴＥＬ：０７７６－５０－２５０４ 

     ＦＡＸ：０７７６－５０－２６８６ 

抽選結果 ９月１７日（月・祝）までに福井県テニス協会ホームページに掲載します。 

※個人情報は、今回のイベントのみ使用し、終了後破棄致します。 

     福井県テニス協会ホームページＵＲＬ：tennis-fpta.com 「ＦＰＴＡについて→国体実行委員会」 

主 催  公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本テニス協会 

主 管  福井県テニス協会 

協 力  「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会福井市実行委員会 

キリトリ 

はぴりゅう 

福井県テニス協会ＨＰＱＲコード 


