
       

第三回文部科学大臣杯マナーキッズⓇテニス全国小学生団体戦 

（大会報告） 

 

12 月 15 日（土）～16 日（日）に、横浜国際プールで「第三回文部科学大臣杯マナーキ

ッズⓇテニス全国小学生団体戦」が開催されました。今年は、14 都県から 51 団体、147 チ

ーム 377 名の小学生が参加し、文部科学大臣杯が争われました。 

開会式では盛田正明ＪＴＡ会長による主催者挨拶が行われ、文部科学大臣代理渡邊博善

様より祝辞をいただきました。また、試合に先立ち、選手には小笠原流礼法 鈴木万亀子総

師範による「挨拶の仕方とお辞儀の仕方」の指導が行われ、保護者には「家庭内の躾」、筑

波大学大学院 大森肇准教授による「幼児期の言語発達に及ぼす模倣運動の影響・母の愛は

脳を育む」の 2つの講座が行われました。 

2 日間にわたる試合の結果、下の一覧表のとおりに、文部科学大臣賞、学年男女別の成績

上位チーム、コンソレ各部門の優勝チームが表彰されました。さらに、特別賞として 2 日

間を通したマナーが特に優れたチームにはマナー賞、初日夜に優れた感想文を書いた選手

達には感想文大賞・感想文賞、運動能力測定結果の上位者には運動能力賞がそれぞれ発表

されました。 

また、2008 年 6 月下旬に全英テニス選手権（ウインブルドン）において試合観戦、英国

の児童との交流を行うマナーキッズテニス大使に、6名の選手が任命され、大使任命状が授

与されました。 

 

【表彰一覧（一部割愛）】 

文部科学大臣賞 総合優勝： 

高学年の部 男子 豊田ジュニアテニスチーム（愛知県） 

高学年の部 女子 豊田ジュニアテニスチーム（愛知県） 

低学年の部 男子 西東京フロンティアキッズ（東京都） 

低学年の部 女子 浜町キッズ（東京都） 

 

総合準優勝： 

高学年の部 男子 杉並区立三谷小マナーキッズテニス同好会（東京都）

高学年の部 女子 本町プチＴＳＣ（東京都） 

低学年の部 男子 ＮＰＯ法人スポーツコミュニティ（神奈川県） 

低学年の部 女子 西東京フロンティアキッズ（東京都） 

 

 

 

 

 



       

総合第三位： 

高学年の部 男子 戸田市立芦原小学校（埼玉県） 

高学年の部 女子 仙台テニススポーツ少年団（宮城県） 

低学年の部 男子 朝日ヶ丘ショートテニス（千葉県） 

低学年の部 女子 野田エンジェルキッズテニス（千葉県） 

 

部門優勝： 

1 年生 男子 西東京フロンティアキッズ（東京都） 

1 年生 女子 浜町キッズ（東京都） 

2 年生 男子 西東京フロンティアキッズ（東京都） 

2 年生 女子 西東京フロンティアキッズ（東京都） 

3 年生 男子 西東京フロンティアキッズ（東京都） 

3 年生 女子 仙台テニススポーツ少年団（宮城県） 

4 年生 男子 八幡野小学校（静岡県） 

4 年生 女子 スポーツドアあずま（東京都） 

5 年生 男子 浜松市テニス協会（静岡県） 

5 年生 女子 豊田ジュニアテニスチーム（愛知県） 

6 年生 男子 豊田ジュニアテニスチーム（愛知県） 

6 年生 女子 豊田ジュニアテニスチーム（愛知県） 

 

部門別準優勝： 

1 年生 男子 戸田市立芦原小学校（埼玉県） 

1 年生 女子 西東京フロンティアキッズ（東京都） 

2 年生 男子 朝日ヶ丘ショートテニス（千葉県） 

2 年生 女子 韮山テニスクラブ（静岡県） 

3 年生 男子 横浜市立緑園西小学校（神奈川県） 

3 年生 女子 浜町キッズ（東京都） 

4 年生 男子 練馬区立大泉第二小学校（東京都） 

4 年生 女子 本町プチＴＳＣ（東京都） 

5 年生 男子 戸田市立芦原小学校（埼玉県） 

5 年生 女子 仙台テニススポーツ少年団（宮城県） 

6 年生 男子 杉並区立三谷小マナーキッズテニス同好会（東京都） 

6 年生 女子 西東京フロンティアキッズ（東京都） 

 

 

 

 

 



       

部門別第三位： 

1 年生 男子 ＮＰＯ法人スポーツコミュニティ（神奈川県） 

1 年生 女子 横浜市立緑園西小学校（神奈川県） 

2 年生 男子 浜町キッズ（東京都） 

2 年生 女子 野田エンジェルキッズテニス（千葉県） 

3 年生 男子 マイティキッズ明正（東京都） 

3 年生 女子 浜町キッズ（東京都） 

4 年生 男子 スポーツクラブ仙台（宮城県） 

4 年生 女子 米沢市硬式テニススポーツ少年団（山形県） 

5 年生 男子 三郷市立新和小学校（埼玉県） 

5 年生 女子 本町プチＴＳＣ（東京都） 

6 年生 男子 米沢市硬式テニススポーツ少年団（山形県） 

6 年生 女子 小林市立細野小学校（宮崎県） 

 

 

【マナーキッズテニス大使】 

 

 

 

【特別賞】 

マナー賞： 

本町プチＴＳＣ（東京都）、5年男子 

戸田市芦原小学校（埼玉県）、5年男子 

西東京フロンティアキッズ（東京都）、2年女子 

野田エンジェルテニスキッズ（千葉県）、2年女子 

仙台テニススポーツ少年団（宮城県）、3年女子 

成蹊小学校（東京都）、6年女子 

 

 

 

 

 

 選手名 団体名（都道府県） 学年 

男子 古田 伊蕗 浜松市テニス協会（静岡県） 5 

平井 忠文 夢の森ジュニア（富山県） 5 

佐藤 泰 米沢市硬式テニススポーツ少年団（山形県） 6 

女子 宮澤 紀菜 ＮＰＯ法人スポーツコミュニティ（神奈川県） 4 

高橋 綾香 仙台テニススポーツ少年団（宮城県） 5 

有馬 千香子 成蹊小学校（東京都） 6 



       

運動能力賞： 

山田諒平 マナーキッズジュニアチャレンジテニスクラブ（静岡県） 

高橋怜史 成蹊小学校（東京都） 

酒井叡峻 熊谷市立奈良小学校（埼玉県） 

岡 千聖 スポーツドアあずま（東京都） 

木村里美 浜町キッズ（東京都） 

小山美希 米沢市硬式テニススポーツ少年団（山形県） 

 

感想文大賞： 

選手名 団体名 

酒井叡峻 熊谷市立奈良小学校（埼玉県） 

藤本ひかる 早稲田実業学校初等部（東京都） 

 

感想文賞： 

選手名 団体名 

観田淳一 成蹊小学校（東京都） 

佐藤 泰 米沢市硬式テニススポーツ少年団（山形県） 

蒔田真之介 戸田市立芦原小学校（埼玉県） 

池田早希 豊田ジュニアテニスチーム（愛知県） 

平井忠文 夢の森ジュニア（富山県） 

高橋綾香 仙台テニススポーツ少年団（宮城県） 

鈴木朋佳 米沢市硬式テニススポーツ少年団（山形県） 

浅野菜南子 杉並区立三谷小マナーキッズテニス同好会（東京都） 

宮澤紀菜 ＮＰＯ法人スポーツコミュニティ（神奈川県） 

 


