
小学生男子の部

予選ラウンドロビン

Ａブロック 試合順序：１－４　２－３　１－３　２－４　３－４　１－２

№

今野　剛留 南：SOTC

小野　凛平 北：GATC Jr

佐藤　雄紀 い：いわきNTC

野村　昴平 い：いわきNTC

福本　航 北：しらさわJr

渡辺　智裕 北：しらさわJr

横田　悠里 北：GATC Jr

松坂　拓紀 北：GATC Jr

Ｂブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

大塚　源希 南：郡山TC

名子　弥希 南：郡山TC

猪狩　楽生 い：常磐Jr

渡部　陽介 会：会津リトルJr

渡辺　拓人 北：GATC Jr

佐藤　柊 北：GATC Jr

Ｃブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

小林　拓夢 南：安積Jr

鈴木　啓介 い：勿来SC

柳沼　康生 南：橘Jrアカデミー

伊藤　渚 南：郡山TC

渡辺　健斗 北：しらさわJr

渡辺　篤志 北：しらさわJr

シード順

１．紺野・小野　　２．大塚・名子　　３．小林・鈴木

決勝トーナメント

Ａ１位

Ｃ２位

Ｂ２位

Ｃ１位

Ａ２位

Ｂ１位

3

2

勝敗

4

順位

1

選手名 所属クラブ 1 2 3

3

2

順位

1

選手名 所属クラブ 1 2 3 勝敗

3

2

順位

1

選手名 所属クラブ 1 2 3 勝敗4



小学生女子の部

予選ラウンドロビン

Ａブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

柴田　もえぎ い：常磐Ｊｒ

吉野　理花 い：常磐Ｊｒ

佐藤　はな 北：ＧＡＴＣ Jr

大山　美由 北：F・tennis

海野　ミカ い：いわきNTC

秋山　弥憂 い：いわきNTC

Ｂブロック 試合順序：１－４　２－３　１－３　２－４　３－４　１－２

№

種田　詩織 い：いわきNTC

種田　嘉子 い：いわきNTC

猪狩　舞 い：常磐Ｊｒ

酒井　美優 い：常磐Ｊｒ

渡辺　紫乃 北：しらさわJr

松本　遙香 北：しらさわJr

鹿野　真希 南：郡山TC

大山　紗葵 南：安積Ｊｒ

シード順

１．柴田・吉野　　２．種田・種田　　

決勝トーナメント

Ａ２位

Ｂ1位

Ａ１位

Ｂ２位

4

2

3

順位

1

選手名 所属クラブ 1 2 3 勝敗4

3

順位

1

選手名 所属クラブ 1 2 3 勝敗

2



中学生男子の部

予選ラウンドロビン

Ａブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

高橋　直暉 い：いわきNTC

下坂　俊裕 い：いわきNTC

渡邊　大貴

横山　樺衣

渡辺　郁哉

只浦　三四郎

Ｂブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

柴崎　幸大 い：いわきNTC

金成　翼 い：ア・パースJr

根本　将弘 南：石川義塾中

渡辺　祐希 北：GATC Jr

本多　崇彦 北：福島成蹊中

藤本　朗光 北：福島成蹊中

Ｃブロック 試合順序：１－４　２－３　１－３　２－４　３－４　１－２

№

白石　洋隆 い：いわきNTC

篠崎　圭吾 い：いわきNTC

皆川　智史 会：DASH

寒河江　太一 米沢市：aiTA

鈴木　彩人

佐藤　雄太郎

嘉齊　大輔 南：郡山六中

下山　昇均 南：郡山六中

Ｄブロック 試合順序：１－４　２－３　１－３　２－４　３－４　１－２

№

瓦吹　拓人 北：GATC Jr

紺野　竜加 北：GATC Jr

篠原　拓磨 い：勿来SC

柳沼　佑哉 南：橘Jrアカデミー

小埜　航大 南：石川義塾中

青砥　夕大 南：石川義塾中

渡辺　大生 南：郡山六中

井田川　健 南：郡山六中

シード順

１．高橋・下坂 ２．柴崎・金成 ３～４．白石・篠崎　瓦吹・紺野

決勝トーナメント

Ａ１位

Ｃ１位orD１位

Ｃ１位orD１位

Ｂ１位

い：モンキーテニス村

い：モンキーテニス村

北：TERUスポーツクラブ

北：TERUスポーツクラブ

北：TERUスポーツクラブ

北：TERUスポーツクラブ

4

3

2

勝敗 順位

1

選手名 所属クラブ 1 2 3 4

4

3

2

勝敗 順位

1

選手名 所属クラブ 1 2 3 4

3

2

順位

1

選手名 所属クラブ 1 2 3 勝敗

3

2

順位

1

選手名 所属クラブ 1 2 3 勝敗



中学生女子の部

予選ラウンドロビン

Ａブロック 試合順序：１－４　２－３　１－３　２－４　３－４　１－２

№

樋口　佳奈子 い：常磐Ｊｒ

吉野　優花 い：常磐Ｊｒ

古山　水晶 い：勿来ＳＣ

先崎　楓花 い：勿来ＳＣ

柳沼　万友佳 南：郡山五中

影山　榛菜 南：郡山五中

吉田　あいり 北：福島成蹊中

武川　愛 北：福島成蹊中

Ｂブロック 試合順序：１－４　２－３　１－３　２－４　３－４　１－２

№

佐々木　美和 い：いわきNTC

薗部　優姫 い：いわきNTC

松田　のどか い：常磐Ｊｒ

柴田　あさぎ い：常磐Ｊｒ

佐久間　遙 北：福島成蹊中

高橋　愛実 北：福島成蹊中

山中　千聡 南：郡山六中

唯木　新苗 南：郡山六中

Ｃブロック 試合順序：１－４　２－３　１－３　２－４　３－４　１－２

№

佐藤　千夏 い：いわきNTC

薗部　舞姫 い：いわきNTC

鈴木　夢実 南：郡山六中

松岡　七海 南：橘Ｊｒアカデミー

菊地　美奈 南：郡山五中

千葉　可奈子 南：郡山五中

大内　春佳

庄子　ありさ

Ｄブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

山川　汐音 い：いわきNTC

上平　彩冬 い：いわきNTC

辺見　文香 北：ＧＡＴＣ Jr

鈴木　理湖 い：ア・パースJr

小泉　結麻 い：勿来SC

遠藤　春希 北：橘Ｊｒアカデミー

3 4 勝敗 順位

4

3

2

順位

1

所属クラブ 1 2 3 4 勝敗

順位

選手名

4

3

1

2

3

北：TERUスポーツクラブ

北：TERUスポーツクラブ

選手名 所属クラブ 1 2

4

3

2

4 勝敗

1

選手名 所属クラブ 1 2 3

2

勝敗 順位

1

選手名 所属クラブ 1 2 3



Ｅブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

高木　あず美 い：常磐Ｊｒ

野内　茉莉乃 南：橘Ｊｒアカデミー

宍戸　美円

佐藤　里咲

三浦　美彩 南：郡山五中

森　彩音 南：郡山五中

Ｆブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

伊藤　萌夏 ＧＡＴＣ Jr

高木　海 モンキーテニス村

民安　陽菜 郡山五中

宗像　美希 郡山五中

佐々木　美香 TERUスポーツクラブ

高橋　芽里 TERUスポーツクラブ

シード順

１．樋口・吉野 ２．佐々木・薗部 ３～４．佐藤・薗部　山川・上平 ５～６．高木・野内　伊藤・高木

決勝トーナメント

勝敗 順位

Ｃ１位orD１位

Ｃ１位orD１位

Ｆ１位orE１位

2

3

Ｂ１位

2 3

Ａ１位

Ｆ１位orE１位

1

選手名 所属クラブ 1

1

3

2
北：TERUスポーツクラブ

北：TERUスポーツクラブ

選手名 所属クラブ 順位31 2 勝敗



タイムテーブル

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9:00 中学女子 中学女子 中学女子 中学女子 中学女子 小学男子 小学男子 小学男子 中学男子 中学男子 中学男子

9:40 予選A 予選A 予選C 予選C 予選Ｆ 予選A 予選A 予選B 予選A 予選C 予選C

9:40 中学女子 中学女子 中学女子 中学女子 小学女子 小学女子 小学女子 小学男子 中学男子 中学男子 中学男子

10:20 予選B 予選B 予選D 予選Ｅ 予選A 予選B 予選B 予選C 予選B 予選Ｄ 予選Ｄ

10:20 中学女子 中学女子 中学女子 中学女子 中学女子 小学男子 小学男子 小学男子 中学男子 中学男子 中学男子

11:00 予選A 予選A 予選C 予選C 予選Ｆ 予選A 予選A 予選B 予選A 予選C 予選C

11:00 中学女子 中学女子 中学女子 中学女子 小学女子 小学女子 小学女子 小学男子 中学男子 中学男子 中学男子

11:40 予選B 予選B 予選D 予選Ｅ 予選A 予選B 予選B 予選C 予選B 予選Ｄ 予選Ｄ

11:40 中学女子 中学女子 中学女子 中学女子 中学女子 小学男子 小学男子 小学男子 中学男子 中学男子 中学男子

12:20 予選A 予選A 予選C 予選C 予選Ｆ 予選A 予選A 予選B 予選A 予選C 予選C

12:20 中学女子 中学女子 中学女子 中学女子 小学女子 小学女子 小学女子 小学男子 中学男子 中学男子 中学男子

13:00 予選B 予選B 予選D 予選Ｅ 予選A 予選B 予選B 予選C 予選B 予選Ｄ 予選Ｄ

13:00 中学男子 中学男子 小学女子 小学女子 中学女子 中学女子 小学男子 小学男子

13:40 ＳＦ ＳＦ ＳＦ ＳＦ ＱＦ ＱＦ ＱＦ ＱＦ

13:40 中学男子 小学女子 中学女子 中学女子 小学男子 小学男子

14:20 Ｆ Ｆ ＳＦ ＳＦ ＳＦ ＳＦ

14:20 中学女子 小学男子

15:00 Ｆ Ｆ

15:00

15:40

15:40

16:20

16:20

17:00

試合数
小学生男子 小学生女子 中学生男子 中学生女子 合計

予選 12 9 18 27 66

本戦 5 3 3 5 16

合計 17 12 21 32 82


