
平成 25 年 10月 15日 

第３6 回あづま総合運動公園庭球場オープン記念ダブルステニス大会 

連 絡 事 項 

 

１．日程・会場 

平成 25 年 10 月 27 日（日） 

あづま総合運動公園テニスコート（砂入り人工芝・１４面） 

受付時間 8：00 ～ 8：30 

練習時間 8：10 ～ 8：40（サインアップ方式） 

開 会 式 8：50 

試合開始 9：00（予定） 

 

２．競技種目 

中学生男子・女子ダブルス、小学生男子・女子ダブルス 

 

３．試合方法等 

○ 全試合セルフジャッジとする。 

○ 予選ラウンドロビン及び決勝トーナメント方式とする。 

○ 全試合１タイブレークセットマッチとする。 

ただし、予選ラウンドロビンはノーアドバンテージ方式とする。 

○ 試合前の練習はサービス６本とする。 

○ 試合中はゲームウェア着用とする。 

ただし、天候によってはウォームアップスーツの着用を認める場合がある。 

○ その他の事項については「JTA ルールブック 2013」の規定を準用する。 

 

４．その他 

○ ドロー記載事項に誤りがありましたら、県北テニス協会までご連絡ください。 

○ ゴミの分別と持ち帰りにご協力ください。 

 

【保護者・引率者のみなさまへのお願い】 

喫煙をする場合は指定された場所でお願いします。 

ただし、大会参加選手（小・中学生）の健康保護の観点から、できれば大会開催

中の喫煙はご遠慮くださいますようお願いします。 

 

【お問い合わせ先】 

県北テニス協会事務局（電話 024-535-7111） 

ディレクター 佐藤 正則 

レフェリー  八巻 真一 



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：１－３　２－３　１－２

№

小林　拓夢 南： 橘Jrアカデミー

渡部　陽介 会： 会津リトルJr

島村　泰登 い： ア・パース

蛭田　大遥 い： ア・パース

佐藤　洸輔 北： しらさわＪｒ

笠井　元大 北： しらさわＪｒ

Ｂブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

金成　練 い： ア・パース

伊藤　渚 南： 郡山TC

佐藤　遼真 北： しらさわＪｒ

渡辺　健斗 北： しらさわＪｒ

石黒　将太郎 い： ア・パース

込山　孝 い： ア・パース

Ｃブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

渡辺　拓人 北： GATC Jr

佐藤　柊 北： GATC Jr

長谷川　直哉 い： ア・パース

島村　晃登 い： ア・パース

福本　航 北： しらさわＪｒ

渡辺　篤志 北： しらさわＪｒ

シード順

１．小林・渡部　　２．金成・伊藤　　３．渡辺・佐藤

決勝トーナメント

Ｃ２位

Ｂ２位

Ｃ１位

Ａ２位

Ｂ１位

Ａ１位

2

選手名 所属クラブ 1

1

3

2

勝敗 順位32

3

1

選手名 所属クラブ 1 2 3 勝敗 順位

選手名 所属クラブ 1

2

3

1

2 3 勝敗 順位



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

№

種田　嘉子 い： いわきNTC

吉野　理花 い： いわきNTC

鹿野　真希 南： 郡山TC

國分　日菜乃 南： 郡山TC

小埜　真宙 南： ルネサンス棚倉

佐々木　啓 南： ルネサンス棚倉

Ｂブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

柴田　もえぎ い： 常盤ジュニア

大山　紗葵 南： 橘Ｊｒアカデミー

斎藤　奈緒 い： ア・パース

前沢　柚 い： ア・パース

大森　唯音 北： しらさわＪｒ

今野　さくら 北： しらさわＪｒ

Ｃブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

海野　ミカ い：

秋山　弥優 い：

保住　紗恵子 南： ルネサンス棚倉

大竹　紗雪 南： ルネサンス棚倉

松本　遥香 北： しらさわＪｒ

渡辺　真未 北： しらさわＪｒ

シード順

１．種田・吉野　　２．柴田・大山　　３．海野・秋山

決勝トーナメント

Ａ１位

Ｃ２位

Ｂ２位

Ｃ１位

Ａ２位

Ｂ１位

3

2

1
いわきニュータウンTC

いわきニュータウンTC

選手名 所属クラブ 1 2 3 勝敗 順位

3

2

1

選手名 所属クラブ 1 2 3 勝敗 順位

3

2

1

順位選手名 所属クラブ 1 2 3 勝敗



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

№

白石　洋隆 い：

佐藤　弘基 い： ア・パース

鈴木　郁士 南： 郡山五中

西田　和史 南： 郡山五中

澤田　知志 南： 郡山五中

武田　龍志 南： 郡山五中

Ｂブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

小泉　元 い：

鈴木　啓介 い： いわきローン

加藤　壮一郎 南： 郡山五中

笠井　駿 南： 郡山五中

笠井　虹希 南： 郡山五中

高橋　亮太 南： 郡山五中

Ｃブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

根本　将広 南： 石川義塾中

小埜　航大 南： 石川義塾中

梅原　研斗 い： ア・パース

後藤　悠里 い：

佐藤　利紅 南： 郡山五中

鈴木　大翔 南： 郡山五中

Dブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

佐々木　駿 南： 石川義塾中

佐々木　謙 南： 石川義塾中

渡辺　祐希 北： GATC Jr

小埜　凛平 北： GATC Jr

坪井　奎龍 南： 郡山五中

加瀬　功一郎 南： 郡山五中

Eブロック 試合順序：１－３　２－３　１－２

№

横山　樺衣 い：

篠崎　圭吾 い：

大内　元気 い： 常盤ジュニア

猪狩　楽生 い： 常盤ジュニア

阿部　隼弥 南： 郡山五中

渡辺　嘉月 南： 郡山五中

モンキーテニス村

いわきニュータウンTC

3

順位勝敗3選手名 所属クラブ 1 2

3

選手名

2

1 2 3 勝敗 順位

1

3

所属クラブ

2

1

2
いわきニュータウンTC

1

選手名 所属クラブ 1 2 3 勝敗 順位

3

2

1
モンキーテニス村

選手名 所属クラブ 1 2 3 勝敗 順位

3

2

1

選手名 所属クラブ 1 2 3 勝敗 順位

いわきニュータウンTC



Fブロック 試合順序：１－４　２－３　１－３　２－４　３－４　１－２

№

柴崎　幸大 い：

金成　翼 い： ア・パース

紺野　竜加 北： GATC Jr

佐藤　魁 北： GATC Jr

賀澤　仁貴 南： 郡山五中

大塚　源希 南： 郡山五中

長尾　龍一 南： 郡山五中

城取　生野 南： 郡山五中

シード順

１．白石・佐藤　　２．小泉・鈴木　　３・４．根本・小埜、佐々木・佐々木　５・６.柴崎・金成、横山・篠崎

決勝トーナメント

3

2

1

所属クラブ 1 2 3

いわきニュータウンTC

順位勝敗選手名 4

Ａ１位

Ｆ１位orE１位

Ｃ１位orD１位

Ｃ１位orD１位

Ｆ１位orE１位

Ｂ１位

4



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

№

橘　薫乃 南： 橘Ｊｒアカデミー

吉野　優花 い： 常盤ジュニア

種田　詩織 い：

猪狩　舞 い：

吉成　友希乃 南： 郡山五中

佐久間　優花 南： 郡山五中

高橋　乃愛 南： 郡山五中

渡辺　綾延 南： 郡山五中

Ｂブロック 試合順序：１－４　２－３　１－３　２－４　３－４　１－２

№

薗部　優姫 い：

薗部　舞姫 い：

柳沼　万友佳 南： 郡山五中

柳沼　千夢里 南： 郡山五中

酒井　美優 い： 常盤ジュニア

松岡　七海 南： 橘Ｊｒアカデミー

上遠野　桃子 南： 郡山五中

阿部　愛美 南： 郡山五中

Ｃブロック 試合順序：１－４　２－３　１－３　２－４　３－４　１－２

№ 所属クラブ

辺見　文香 北： GATC Jr

鈴木　理瑚 い： ア・パース

古谷野　天音 南： 郡山五中

森　彩音 南： 郡山五中

小泉　結麻 い：

遠藤　春希 南： 橘Ｊｒアカデミー

城取　花野 南： 郡山五中

若林　桃加 南： 郡山五中

Dブロック 試合順序：１－４　２－３　１－３　２－４　３－４　１－２

№ 所属クラブ

三浦　美彩 南： 郡山五中

民安　陽菜 南： 郡山五中

伊藤　萌夏 北： GATC Jr

樋口　佳奈子 い： 常盤ジュニア

松本　理佐 南： 郡山五中

三部　明日佳 南： 郡山五中

宗像　美希 南： 郡山五中

横山　さくら 南： 郡山五中

シード順

１．橘・吉野　　２．薗部・薗部　　３・４．辺見・鈴木、三浦・民安

H25.10.18修正

いわきニュータウンTC

2

3

順位勝敗

1

3

選手名 1 2 3

モンキーテニス村

2

1

選手名 1 2 3 勝敗 順位

2

3

2選手名 所属クラブ 3 勝敗

1
いわきニュータウンTC

順位1

3

勝敗選手名 所属クラブ

1

順位

2
いわきニュータウンTC

いわきニュータウンTC

1 2 3 4

4

4

4

4

4

4

4



決勝トーナメント

Ａ１位

Ａ２位

Ｂ1位

C１位orD１位

C１位orD１位

Ｂ２位

C２位orD２位

C２位orD２位



タイムテーブル

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

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

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

9:40 中学男子 中学男子 中学男子 小学女子 小学女子 小学女子 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

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

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

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

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

11:40 予選C 予選Ｄ 予選E QF QF 予選C 予選C 予選D 予選D ＱＦ ＱＦ

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

12:20 予選A 予選B 予選F 予選F ＳＦ ＳＦ 予選A 予選A 予選B 予選B ＳＦ ＳＦ

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

13:00 予選C 予選Ｄ 予選E Ｆ 予選C 予選C 予選D 予選D Ｆ

13:00 中学男子 中学男子 中学女子 中学女子 中学女子 中学女子

13:40 QＦ QＦ ＱＦ ＱＦ ＱＦ ＱＦ

13:40 中学男子 中学男子 中学女子 中学女子

14:20 ＳＦ ＳＦ ＳＦ ＳＦ

14:20 中学男子 中学女子

15:00 Ｆ Ｆ

15:00

15:40

15:40

16:20

16:20

17:00

試合数
中学生男子 中学生女子 小学生男子 小学生女子 合計

予選 21 24 9 9 63

本戦 5 7 5 5 21

合計 26 31 14 14 84

使用球（缶数） 予選初戦・決勝のみニューボール

中学生男子 中学生女子 小学生男子 小学生女子 合計

予選 12 8 6 6 32

本戦 1 1 1 1 4

合計 13 9 7 7 36 72 球


