
第３１回福島県春季選抜ジュニアシングルステニス選手権大会の仮ドローと連絡事項

１、種目と大会会場

＜Ｕ１８男女＞

第１日目 １／２８(土) いわき市平テニスコート（１２面使用可能）

第２日目 １／２９(日) 〃 （７面（7～13 コート）使用可能）

＊会場のトイレは被災し使用できません。隣の平野球場のトイレを使用して下さい。

＊２日目は他団体が５面を使用します。クラブハウスが共用になりますので、ご協力お願い

いたします。

＜Ｕ１６男女＞

第１日目 １／２８(土) いわき明星大学テニスコート（８面使用可能）

第２日目 １／２９(日) 〃 （８面使用可能）

＊クラブハウスなど屋根がある建物がありません。予めご了承下さい。

２、大会日程

＜Ｕ１８男女・Ｕ１６男女とも＞

第１日目 １／２８(土) １Ｒ～ＱＦ

第２日目 １／２９(日) ＳＦ・Ｆ、５～８位決定戦

＊１日目にＱＦで敗れた選手も２日目に５～８位決定戦がありますので、ご注意下さい。

３、試合方法

１タイブレークセットマッチ

準々決勝より８ゲームプロセットマッチ。（５～８位決定戦も）

４、１日目朝の練習 ８：４５～９：１５（１５分×２Ｒ） サインナップ

５、１日目受付時間 ８：３０～９：００（参加料を添えて)

６、開会式 １日目９：２０～ 終了後、試合開始

７、試合前の練習 サービス４本のみ

８、シード順については、東北大会及び県大会の結果に基づいています。

今大会の組み合わせは、シード順を決定後、抽選で行いましたので、同地区の初戦対戦も

あります。

９、東北大会について、平成２４年３月２８日(水)～３月３０日(金) 仙台市泉総合運動場、

川内庭球場、七北田公園庭球場

＊ 大会会場連絡先 いわき市平テニスコート ０２４６－２８－４１７１

いわき明星大学テニスコート なし

＊ 競技役員連絡先 ディレクター 小濱聖司 ０９０－９５３０－０３６０

レフェリー 佐藤直樹 ０９０－３７５７－７２２６



1R 2R 3R QF SF F
第31回福島県春季選抜ジュニアテニス選手権大会 Ｕ１８男子シングルス

シード順：１．大槻 ２．栁沼 ３，４．野崎、梅宮 ５～８．宇佐見、佐熊、原田、小野(敬)
９～１２．阿部、吉野、高木（駿）、山中 １３～１６．佐藤(航）、横原、高木（龍)、伏見

49 栁沼弘樹 （南：安 積 高）

47

鈴木康平 （南：須賀川桐陽高）

48

木幡修也 （相：相 馬 高）

45

渡邉 洸 （北：福島東高）

46 坂井義輝 （会：会津工高）

43 伏見直樹

42 高木 駿 （い：いわき総合高）

40

（相：原 町 高）

44 野内 涼 （南：日大東北高）

39 小野寛幸 （い：平 工 高）

41 長谷川永刀 （南：須賀川桐陽高）

清野晃嗣 （北：福島東高）

37 原田 駿 （北：福島東高）

鈴木彬人 （北：福島東高）

38 増子 凌 （南：郡山北工高）

36 野崎泰資 （い：磐 城 高）

34 山内彬嗣 （会：葵 高）

35 紺野晏利 （北：福島東高）

32

矢部宏瑛 （南：須賀川桐陽高）

33

（い：磐 城 高）

29 持立 快 （相：相 馬 高）

26 草野 巽

（南：郡 山 高）

30 阿部朋秀 （南：長 沼 高）

28 渡邉陽太

鈴木智仁 （い：磐 城 高）

25 佐熊悠生 （南：安 積 高）

24 宇佐見仁彬 （北：聖光学院高）

太田芳希 （相：相馬東高）

22

中村友彦 （北：福島東高）

23 阿久津亮佑 （会：田 島 高）

（相：相 馬 高）

27

31 佐藤 航

20 長沢翔太 （北：橘 高 ）

21 皆川英之 （会：会 津 高）

19 山中 怜 （い：いわき秀英高）

18 高木龍童 （い：湯 本 高）

14

菊地海斗 （会：会津工高）

15 峯岸裕太 （南：日大東北高）

16 見城 航 （北：福島東高）

17

（会：会 津 高）

（北：福島東高）

12 小野敬義 （い：磐 城 高）

山本 拓 （会：会 津 高）

13 梅宮和真

吉野正人

10

國井拓真 （い：磐 城 高）

11

（い：磐 城 高）

6 横原明日基 （北：福 島 高）

佐藤哲也

5

小松慎也 （い：平 工 高）

8

宍戸優貴 （相：相 馬 高）

9

木田拓弥 （い：勿来工高）

7

1 大槻勇斗 （南：安 積 高）

2

立花史也 （北：福島成蹊高）

3

4

本名亮祐 （会：会津工高）



1R 2R 3R QF SF F
第31回福島県春季選抜ジュニアテニス選手権大会 Ｕ１８女子シングルス

シード順：１．割谷 ２．近江 ３，４．濵村、鈴木（梨） ５～８．野村、矢吹、矢内（瑞）、菅橋

47

Ｂｙｅ

48 近江未歩 （い：磐城桜が丘高）

45

関根 希

39

（南：須賀川桐陽高）

46

渡部有紀 （会：川 口 高）

43

鈴木菜央 （会：会 津 高）

44

根本未来 （会：葵 高）

41 吉田瑞季 （北：橘 高 ）

42

40

佐久間真琴 （北：福島商高）

37 矢内瑞紀 （南：日大東北高）

38 勝倉ひかる

熊谷あさか （南：郡 山 高）

36 濵村圭希 （南：日大東北高）

33 渡部晴香 （会：会津学鳳高）

34

北條 愛 （会：会 津 高）

31 相樂新菜 （南：日大東北高）

32

根本佳奈 （い：磐 城 高）

35

27

添田有沙花 （南：須賀川高）

28

29

菅野 澪 （北：福島南高）

30

松本佳奈 （南：須賀川高）

26 小林祐子 （会：葵 高）

23

渡辺奈緒子 （北：橘 高 ）

25 矢吹捺美 （北：福島東高）

18

24 野村芽以 （い：磐 城 高）

21 （い：磐 城 高）

17 遠藤佑理 （会：会 津 高）

鈴木詩乃 （い：湯 本 高）

22 宇佐見東沙 （相：相馬東高）

19 赤間 澪 （北：福島北高）

20

大平咲希

高野涼美 （相：原 町 高）

佐藤瑞穂 （相：相 馬 高）

岩崎恭子 （相：相 馬 高）

榊原芽依 （南：郡 山 高）

（い：磐城桜が丘高）

Ｂｙｅ

13 鈴木梨沙 （い：磐 城 高）

14

15

助川成実 （い：湯 本 高）

16

鈴木 唯 （い：磐城桜が丘高）

水谷梨紗 （い：磐城桜が丘高）

7

8

5

（北：福島南高）

6

荒木珠美 （相：相 馬 高）

9 塚目さやか （南：須賀川高）

10

熊田友紀 （南：須賀川高）

丹治みのり

11

郡 郁美 （相：原 町 高）

4 安齋深咲 （北：橘 高 ）

Ｂｙｅ

12 菅橋祐美 （い：いわき光洋高）

1 割谷ちひろ （い：磐 城 高）

2

矢内らん （い：磐城桜が丘高）

3 若林穂乃香 （会：川 口 高）



1R 2R 3R QF SF F

小川雄大 （北：ＧＡＴＣＪｒ）

45 宮川直晃

43

平野 快 （南：郡山五中）

44

第31回福島県春季選抜ジュニアテニス選手権大会 Ｕ１６男子シングルス

シード順：１．権 ２．小川 ３，４．菅野、永山 ５～８．皆川、渡部、川嶋、高田

47

Ｂｙｅ

48

東條一輝 （会：坂 下 高）

41 Ｂｙｅ

42

（北：福島商高）

46

渡邊大貴 （い：ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村）

東 佑史 （北：福島南高）

Ｂｙｅ

35

Ｂｙｅ

40 國分翔太 （南：郡山六中）

37 渡部元気 （南：天 栄 中）

38 遠藤和樹 （い：いわきローン）

39

36 菅野将大 （北：ＧＡＴＣＪｒ）

33

三村拓巳 （南：郡山六中）

今野真里 （北：福島南高）

34 菊地剛紀 （会：会津学鳳高）

31

大槻啓太 （北：福島東高）

32

30

八巻 凌 （北：福島商高）

29

湯田直樹 （会：坂 下 高）

25 川嶋航輝 （い：勿来ＳＣ）

26

23

中村翔馬 （南：郡山六中）

27

割谷達裕 （い：常磐ｼﾞｭﾆｱ）

28 市川亮汰 （い：いわきローン）

Ｂｙｅ

24 皆川智史 （会：ＤＡＳＨ）

21

鵜沼英弘 （い：いわき総合高）

22 油井孝仁

高畑芳樹 （会：会津学鳳高）

（北：福島東高）

19 古山大翔 （い：ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村）

20 Ｂｙｅ

（い：ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村）

14

17

中村政志 （会：坂 下 高）

18 坂本隆晃 （い：ア・パースＪｒ）

15

16

Ｂｙｅ

11 Ｂｙｅ

12 高田博野 （い：ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村）

13 永山恵大

9 室井亮哉 （会：葵 高）

10 赤星広大 （会：会津学鳳高）

7 石井 翔 （南：天 栄 中）

8 Ｂｙｅ

5

佐藤海理 （い：ア・パースＪｒ）

6 小針道陽 （南：郡山北工高）

3

木村幸登 （北：福 島 高）

1 権 直人 （相：ｸﾞﾘｰﾝTC相馬）

2

市川 希 （い：ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村）

4

関口 滉 （南：天 栄 中）

Ｂｙｅ



1R 2R QF SF F

（南：天 栄 中）

第31回福島県春季選抜ジュニアテニス選手権大会 Ｕ１６女子シングルス

シード順：１．渡邉 ２．高橋 ３，４．加藤、寺澤 ５～８．小野寺、菅野、野内、斉須

31 Ｂｙｅ

32 高橋誠果 （北：福島東高）

29

26

（い：ア・パースＪｒ）

30

柳澤芽水 （北：福 島 高）

27

村上直緒 （南：郡山六中）

28

小板橋千里

内山瑞紀 （南：天 栄 中）19

15

25 野内茉梨乃 （南：橘Jrｱｶﾃﾞﾐｰ）

谷口愛梨

（北：ＧＡＴＣＪｒ）

21 小山田逸菜 （南：天 栄 中）

22 上平夏翠 （い：いわきＮＴＣ）

23 Ｂｙｅ

20

篠原なつみ （い：ア・パースＪｒ）

17 小野寺 唯 （い：いわきローン）

18 Ｂｙｅ

24 加藤朱音

Ｂｙｅ

16 菅野詩乃 （北：Ｆ・tennis）

山田早紀子 （北：福 島 高）

望月 瞳 （い：ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村）

13

緑川 葵 （い：いわきＮＴＣ）

14 安齋 萌 （南：郡山六中）

11

7 先崎結香

12 佐藤明日香 （南：天 栄 中）

9 寺澤恵里香 （い：磐城桜が丘高）

10 Ｂｙｅ

（い：勿来ＳＣ）

8 斉須彩夏 （南：橘Jrｱｶﾃﾞﾐｰ）

後藤ありさ （南：天 栄 中）3

髙木 海 （い：ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村）

4

高木あず美 （い：常磐ジュニア）

5 根本ひろの （南：石川義塾中）

6

1 渡邉美雪 （北：Ｆ・tennis）

2 Ｂｙｅ
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