
１．大会日程及び会場

　第１日目　９／１９（土）

　《男子》　シングルス　１Ｒ～３Ｒ、フィードインコンソレーションマッチ

ダブルス　　１Ｒ、準々決勝

　《女子》　シングルス　１Ｒ～３Ｒ、フィードインコンソレーションマッチ

ダブルス　　１Ｒ、準々決勝

　　　会場／会津総合運動公園テニスコート

　第２日目　９／２０（日）　

　《男子》　シングルス　準々決勝～決勝、順位決定戦

ダブルス　　準決勝～決勝、３位決定戦

　《女子》　シングルス　準々決勝～決勝、順位決定戦

ダブルス　　準決勝～決勝、３位決定戦

　　　会場／会津総合運動公園テニスコート

２．試合方法

　　１タイブレークセットマッチ

　　（但しフィードインコンソレーションマッチはノーアドバンテージ方式）

　　※天候等により変更の場合あり

３．朝の練習
　　タイマーによる、初戦のみ試合前３分間の練習。

　　それ以降はサービス６本で試合開始。

４．受付時間

　　８：５０～９：０５　（参加料を添えて）

　※今回は秋季中学生大会と同時開催となっております。中学生の受付後に小学生大会の

　　受付をしますので時間厳守でお願いします。

５．開会式・試合開始
　　９：１０～　開会式
　　９：２０～　試合開始予定

６．その他

　・今大会のシード順についてはＦＴＡランキング表をベースに決定し、ドローを作成してます。

　・競技役員連絡先

　　ディレクター　鈴　木　　隆　　０９０－７９３１－３８８８

仮ドローの送付と連絡事項

　　　　第２９回県秋季小学生テニス選手権大会についてご連絡します
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シード順　　　１．志賀　２．斎藤　　３、 ４．松坂、菅野央　　　５ ～  ８．鈴木崇、種田、島村、佐藤琉

７，８位決定戦 ３，４位決定戦

47 菅　野　翔　希 (北. 青木小　　）

48 斉　藤　祐　輝 (い. 上遠野小　）

45 海　和　大　地 (会. ザベリオ小　）

46 駒　崎　妃　悠 (い. 中央台東小）

43 鈴　木　悠　斗 (い. 平五小　　）

44 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

42 鈴　木　真　哉 (い. 磐崎小　　）

40 吉　田　有　樹 (北.

38 栁　葉　結　斗 (い. 汐見が丘小　）

41 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

37 佐　藤　琉　成 (北. 杉田小　）

福島大付属小）

39 伊　藤　大　貴 (北. 糠沢小　）

35 鈴　木　優　輝 (南. 行健二小　）

36 菅　野　央　介 (い. 勿来一小　　）

33 古　川　敦　大　 (南. 朝日が丘小　）

34 福　嶋　結　志 (い. 藤原小）

31 加　藤　奨　稀 (い. 中央台東小）

32 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

29 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

30 早　坂　　健 (い. 内町小　）

28 佐　藤　祐　也 (北.

27 中　山　知　洋 (い. 勿来一小　　）

26 大　津　俊　稀 (北. 松川小）

平五小）

25 種　田　嘉　人 (い. 御厩小　）

福島大付属小）

５，６位決定戦

24 鈴　木　崇　文 (い.

23 吉　田　　耀 (南.

21 吉　田　　陽 (南. みさか小　）

みさか小　）

22 佐　藤　陽　翔 (い. 中央台東小）

19 大　森　柊　澄 (北. 糠沢小　）

20 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

18 篠　原　健　介 (い. 綴小　）

16 吉　田　佳　左 (北.

14 大　坂　恵　司 (い. 平五小）

17 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

13 松　坂　拓　紀 (北. 福大附属小）

本宮小　）

15 原　田　佑　真 (い. 菊田小　）

11 佐　藤　幸　大 (い. 中央台東小）

12 島　村　晃　登 (双. 広野小）

9 佐　藤　暢　紀 (い. 小名浜三小）

10 若　林　直　輝 (会. 謹教小　　）

7 高　野　敦　輝 (南. 鮫川小　　）

8 大　出　和　樹 (北. 森合小　）

5 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

6 岡　田　幸　人 (南. 桃見台小　）

4 佐　藤　優　介 (会. 城南小　）

3 渡　邉　優　斗 (南. 桑野小）

2 松　本　　慧 (い. 平五小）

小学生男子シングルス
《ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ》 《 メインドロー 》

1 志　賀　夏　緒 (い. 泉小）
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32 長　塚　統　子 (い. 植田小　）

シード順　　　１．志賀　２．長塚　　３、 ４．松本、根本　　　５ ～  ８．佐藤琉、小形、横田碧、佐藤琴

７，８位決定戦 ３，４位決定戦

30 七　島　実　璃 (い. 郷ｹ丘小　）

31 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

28 坂　本　絢　音 (い. 中央台北小）

29 米　沢　亜　美 (北. 行健小　）

26 横　田　結　衣 (南. 柴宮小　）

27 須　藤　瑛梨香 (い. 湯本三小）

24 松　本　可　菜 (い. 中央台北小）

25 佐　藤　琉　奈 (い. 中央台東小）

22 和　賀　凜　帆 (い. 内町小　）

23 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

(い. 中央台東小）

21 加　藤　颯　彩 (い. 中央台東小）

18 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

20 佐々木　啓 (南. 古殿小　）

19 蛭　田　ひまり

16 小　形　寧　音 (北. 瀬上小　）

５，６位決定戦
17 横　田　碧　衣 (南. 柴宮小　）

14 本　田　玖　妃 (南. 赤木小　）

15 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

12 込　山　晃　子 (い. 郷ｹ丘小　）

13 寺　島　陽　菜 (い. 郷ｹ丘小　）

10 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

11 名　越　捺　稀 (南. 西袋一小　）

8 佐　藤　琴　心 (い. 中央台北小）

9 根　本　真　帆 (い. 中央台東小）

6 小野寺　海　珠 (い. 高坂小　）

7 大　友　　桜 (い. 夏井小　）

4 藤　田　ななか (南. 西袋一小　）

5 大和田　紗希 (い. 夏井小　）

2 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

3 猪　狩　みちる (い. 湯本三小）

小学生女子シングルス

《ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ》 《 メインドロー 》

1 志　賀　亜希奈 (い. 泉小　）



３位４位決定戦

(い. 中央台北小）

寺　島　陽　菜 (い. 郷ｹ丘小　）

シード順　１．横田碧・小形　　２．松本・寺島　　３．４．根本・佐藤／加藤・志賀

8
大　友　　桜 (い. 夏井小　）

大和田　紗希 (い. 夏井小　）
16

松　本　可　菜

坂　本　絢　音 (い. 中央台北小）
15 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

(南. 柴宮小　）

7
佐　藤　琴　心 (い. 中央台北小）

6 　Ｂ　Ｙ　Ｅ 14
横　田　結　衣

本　田　玖　妃 (南. 赤木小　）

郷ケ丘小）

佐　藤　琉　奈 (い. 中央台東小） 蛭　田　ひまり (い. 中央台東小）
5

根　本　真　帆 (い. 中央台東小）
13

込　山　晃　子 (い.

佐々木　啓 (南. 古殿小　） 志　賀　亜希奈 (い. 泉小　）
4

名　越　捺　稀 (南. 西袋一小　）
12

加　藤　颯　彩 (い. 中央台東小）

3
和　賀　凜　帆 (い. 内町小　）

猪　狩　みちる (い. 湯本三小）
11 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

2 　Ｂ　Ｙ　Ｅ 10 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

(い. 高坂小　）小　形　寧　音

(い.

(北. 瀬上小　） 小野寺　海　珠

湯本三小）
9

須　藤　瑛梨香
1

横　田　碧　衣 (南. 柴宮小　）

小学生女子ダブルス

広野小 ）

シード順　　１．志賀・斎藤　　２．菅野・島村　　３．４．加藤・篠原／鈴木・種田

３位４位決定戦

(い. 勿来一小　　）

中　山　知　洋 (い. 勿来一小　　） 島　村　晃　登 (双.

8 栁　葉　結　斗 (い. 汐見が丘小　）
16 菅　野　央　介

佐　藤　祐　也 (北. 福島大付属小）

藤原小）

7
吉　田　有　樹 (北. 福島大付属小）

15 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

(い. 中央台東小）

伊　藤　大　貴 (北. 糠沢小　） 福　嶋　結　志 (い.

朝日が丘小　）

6
吉　田　佳　左 (北. 本宮小　）

14
駒　崎　妃　悠

(南. 桃見台小　）

篠　原　健　介 (い. 綴小　） 古　川　敦　大　 (南.
5

加　藤　奨　稀 (い. 中央台東小）
13

岡　田　幸　人

大　坂　恵　司 (い. 平五小） 種　田　嘉　人 (い. 御厩小　）

(い. 平五小）
4

早　坂　　健 (い. 内町小　）
12

鈴　木　崇　文

佐　藤　陽　翔 (い. 中央台東小） 海　和　大　地 (会. ザベリオ小　）

(会. 謹教小　　）
3

佐　藤　幸　大 (い. 中央台東小）
11

若　林　直　輝

2 　Ｂ　Ｙ　Ｅ 10
鈴　木　悠　斗 (い. 平五小　　）

佐　藤　暢　紀 (い. 小名浜三小）

佐　藤　琉　成 (北. 杉田小　）

大　森　柊　澄 (北. 糠沢小　）

小学生男子ダブルス

1
志　賀　夏　緒 (い. 泉小）

9
斉　藤　祐　輝 (い. 上遠野小　）


