
第３１回福島県春季ジュニアシングルステニス選手権大会（U18,U16） 

仮ドローと連絡事項 

 

１．大会会場及び日程 

4/25（土） （U18男女） 会津総合運動公園テニスコート  

本 戦   ： １Ｒ ～ ＱＦまで  

順位決定戦 ： 9～16位決定戦２Ｒ  

       （U16男）  会津総合運動公園テニスコート 

本 戦   ： １Ｒ ～ ＱＦまで  

      （U16女）  あいづドーム  （直接あいづドームに集合して下さい） 

本 戦   ： １Ｒ ～ ＱＦ 

順位決定戦 ： 5～8位決定戦２Ｒ 

4／26（日)  全種目   会津総合運動公園テニスコート 

（U18男女） 本 戦   ： ＳＦ ～ Ｆ  

順位決定戦 ： 3位決定戦、5～8位決定戦、9位決定戦 

（U16男）  本 戦   ： ＳＦ ～ Ｆ  

順位決定戦 ： 3位決定戦、5～8位決定戦 

（U16女）  本 戦   ： ＳＦ ～ Ｆ  

順位決定戦 ： 3位決定戦 

 

２．試合方法  １タイブレークセットマッチ、準決勝より８ゲームプロセットマッチ 

        ３位決定戦は８ゲームプロセット、その他順位決定戦は１タイブレークセットマッチ 

３．使用球 ダンロップ スリクソン 

４．公式練習 （4/25） ８：３０～９：１０ サインアップ １面４～６人 ２０分×２Ｒ 

       （4/26） ９：００～９：３０ サインアップ ３０分×１Ｒ 

      開場は （4/25） ８：１５ （4/26） ８：３０  となります。 

５．受付時間 ８：２０～９：００ (参加料を添えて)  

６．選手ミーティング ９：１５～(初日のみ)  試合開始 ９：４０～ (2日間とも)  

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、平成 26年 4月～平成 27年 3月のジュニア委員会ランキングポイントを基に東北

春季ジュニア選手権大会の結果を考慮して決定しています。今大会の組み合わせは、シード順を決定後

ドロー作成ソフトによる抽選で行いました。 

９．東北大会については、大会当日にお知らせいたします。 

  ※ U18 は男女とも 9位決定戦を実施します。 

１０．参加料（１，６００円）は、お釣りのないようにお支払いください。 

   なお、学校、チームでの参加される場合は、団体ごとまとめてくださると助かります。 

１１．あいづドームは総合運動公園と道路をはさんで東側になります。また駐車場も道路東側にありますの 

で、会津若松市公園緑地協会のホームページ等で場所をご確認下さい。 

また、会津総合運動公園テニスコート内は、ゴミはすべて持ち帰りになります。ゴミの持ち帰りに 

ご協力ください。 

＊ 大会会場連絡先  会津総合運動公園体育館    ０２４２-２８-４４４０  

         

＊ 競技役員連絡先  ディレクター  斎藤 正志  ０９０－２８４６－４２５５ 

               レフェリー   佐藤 直樹  ０９０－３７５７－７２２６ 

Ａレフェリー  鈴木  隆  ０９０－７９３１－３８８８ 



U18男子シングルス

1R 2R 3R QF QF 3R 2R 1R

31 石　川　潤　也 (北:聖光学院高) 63 青　田　裕　磨 (相:相馬東高)

32 篠　原　拓　磨 (い:勿来工高) 64 小　川　雄　大 (北:福島東高)

丹　治　永　哲 (南:安積高)

30 車　田　友　希 (南:須賀川桐陽高) 62

29 荒　明　大　貴 (会:会津高) 61

木　下　恵　太 (い:磐城高)

27 安　藤　慶　彦 (南:安積高) 59 末　永　壮　大 (北:福島成蹊高)

28 荒　　　隼　平 (相:相馬高) 60 須　貝　尚　也 (会:会津工高)

石　井　　　翔 (南:郡山高)

26 折　原　貫　太 (い:磐城高) 58

25 角　掛　未　来 (北:福島東高) 57

緑　川　達　也 (い:磐城高)

23 横　田　　　裕 (会:会津学鳳高) 55 遠　藤　僚　士 (相:相馬高)

24 田　村　大　生 (南:白河高) 56 橋　本　拓　実 (い:福島高専高)

渡　辺　友　也 (南:須賀川桐陽高)

22 大　井　崇　史 (相:相馬高) 54

21 蜂　谷　健太郎 (い:磐城高) 53

小　山　剛　史 (い:磐城高)

19 石　井　　　悠 (南:郡山高) 51 渡　邉　　　遥 (北:福島工高)

20 佐　藤　正　樹 (北:聖光学院高) 52 猪　狩　悠　司 (会:ザベリオ高)

割　谷　達　裕 (い:磐城高)

18 相　田　修　司 (会:会津高) 50

17 遠　藤　悠　太 (い:いわき秀英高) 49

渋　谷　幸　正 (南:須賀川桐陽高)

15 名古谷　俊　輔 (南:須賀川桐陽高) 47 丹　治　宏　樹 (北:福島南高)

16 川　嶋　航　輝 (い:磐城高) 48 松　本　拓　馬 (い:磐城高)

熊　田　直　樹 (南:白河実業高)

14 藤　田　真　粹 (会:会津高) 46

13 小野田　輝　瑠 (相:相馬高) 45

山　口　健　太 (会:会津学鳳高)

11 後　藤　芳　宏 (会:会津学鳳高) 43 夏　井　大　誠 (い:勿来工高)

12 樋　口　　　颯 (い:勿来工高) 44 岩　田　拓　深 (会:会津工高)

小　野　友　也 (北:福島成蹊高)

10 小　玉　智　也 (南:日大東北高) 42

9 瓦　吹　拓　人 (北:福島東高) 41

濱　名　航　輔 (相:相馬東高)

7 玉　手　光　次 (北:福島東高) 39 久保田　雅　樹 (相:原町高)

8 髙　橋　直　暉 (い:いわき秀英高) 40 渡　邊　大　貴 (い:いわき秀英高)優勝

小　山　和　輝 (北:福島東高)

6 湯　口　大　蔵 (南:日大東北高) 38

5 柴　田　暁　貴 (い:磐城桜が丘高) 37

森　　　広　大 (南:白河高)

(い:福島高専高)

4 佐　藤　敦　史 (北:福島東高) 36 鈴　木　雄　貴 (会:会津学鳳高)

　　　　シード順：1．皆川　2．小川　　3.　松本　4．遠藤悠　　5～8．栁沼、篠原、割谷、川嶋
　　　　　　　　　9～12．橋本、瓦吹、渡邊大、角掛　13～16．田村、小野友、高橋直、石井翔
　
　　　　　　補欠：　1.小関(会津）　2.島村(秀英）　3.永井（郡山）

栁　沼　佑　哉 (南:安積高)

2 鈴　木　暁　登 (相:相馬高) 34

1 皆　川　智　史 (南:日大東北高) 33

高　橋　和　也 (北:福島東高)

3 茂　木　奨　平 (会:会津工高) 35 鈴　木　喬　也



U18女子シングルス

1R 2R 3R QF QF 3R 2R 1R

野　村　奈　央 (い:磐城桜が丘高)

寺　田　冴　恵 (相:原町高)

23 有　田　真　捺 (会:若松商高) 47 清　水　遥　菜 (南:郡山高)

22 佐　藤　ゆ　う (北:福島北高) 46

(南:日大東北高) 45

20 佐　藤　千　尋 (北:福島東高) 44

24 髙　木　　　海 (い:いわき光洋高) 48

山　口　晴　奈 (南:郡山高)

豊　島　紗　月 (北:福島東高)

佐　藤　千　夏 (い:いわき光洋高)

19 山　川　汐　音 (い:平商高) 43 高　橋　聖　花 (会:若松商高)

18 金　子　　　聖 (い:磐城高) 42

21 田　中　美　海

(相:原町高) 41

16 平　野　希実子 (会:会津学鳳高) 40 大田原　瑞　季 (北:福島成蹊高)

相　原　　　好 (会:田島高)

助　川　礼　佳 (い:磐城桜が丘高)

15 會　田　詩　織 (い:磐城桜が丘高) 39 大　内　藍　子 (北:福島東高)

14 武　田　理　沙 (南:郡山高) 38

17 折　原　早　耶

野　内　茉梨乃 (南:日大東北高)

髙　田　愛　理 (相:相馬高)

11 今　野　有　紗 (北:福島成蹊高) 35 遠　藤　綾　子 (い:いわき光洋高)

34

13 菅　野　詩　乃 (北:桜の聖母高) 37

12 谷　口　愛　梨

内　山　瑞　稀 (南:須賀川桐陽) 32 新　田　知　世 (会:若松商高)

齋　須　彩　夏 (南:日大東北高)(い:いわき光洋高) 36

10 山　田　恵　夢 (相:原町高)

菊　地　麗　美 (相:相馬高)

6 吉　田　　　萌 (北:橘高) 30

5 鈴　木　夢　実 (南:日大東北高) 29

髙　木　あず美 (い:磐城桜が丘高)

7 小野寺　　　唯

9 山　口　真　純 (会:会津学鳳高) 33

(南:須賀川)

4 相　川　美　里 (相:原町高) 28 永　峯　優　色 (会:若松商高)優勝

上　平　夏　翠 (い:磐城桜が丘高)

(い:磐城高) 31 大　山　千　咲 (北:福島東高)

8

　　　　シード順：1．邊見　2．野村　3,4．菅野詩、齋須　　5～8．野内、高木海、櫛田、谷口
　　　　　　　　　9～12．小野寺、佐藤千、高木あ、山川　13～16．大山、金子、高橋、吉田
　　　　　　 ※　伊藤萌夏（日大東北）は東北春季1位のため、県予選を免除する。
　　　　　　  補欠：１．多田（原町）　２．佐藤優（福北）　３．眞野（若商）

櫛　田　なゆた (い:磐城高)

2 佐久間　未　来 (い:いわき光洋高) 26

1 邊　見　文　香 (南:日大東北高) 25

阿　部　里　奈 (北:福島南高)

3 大　沼　彩　乃 (会:若松商高) 27 内　山　瑞　紀



U16男子シングルス(Reドロー）

1R 2R 3R QF QF 3R 2R 1R

渡　辺　祐　希 (北:福島東高)

2 小　柳　   翔 (会:若松五中) 26 吉　田　直　広 (い:平商高)

1 大　山　諒　祐 (南:安積高) 25

西間木　隆　平 (南:安積高)

4 蕪　木　幸　典 (南:岩瀬農) 優勝 28 平　野　星　斗

3 高　野　有　都 (相:原町高) 27

(会:会津工高)

5 Bye 29 佐　藤　広　太 (南:郡山高)

名　子　弥　希 (南:K.J.T.C)

7 小　野　凛　平 (北:GASC TT) 31 大　塚　源　希 (南:郡山五中)

6 柴　崎　幸　大 (い:いわき光洋高) 30

丹　野　浩太郎 (い:磐城桜が丘高)

9 大　内　元　気 (い:平工高) 33 紺　野　竜　加 (北:福島東高)

8 荒　木　悠　佑 (南:郡山高) 32

石　井　優　大 (い:いわき総合高)

11 Bye 35 山　口　拓　也

10 廣　岡　大　倭 (会:会津学鳳高) 34

(会:若松五中)

12 白　石　洋　隆 (い:磐城高) 36 根　本　将　広 (南:学法石川高)

篠　崎　圭　吾 (い:いわきNTC)

14 佐々木　一　帆 (北:GASC TT) 38 鈴　木　強　司 (南:学法石川)

13 金　成　　 翼 (い:磐城高) 37

佐　藤　　　　魁 (北:GASC TT)

16 玄　永　明日真 (会:会津ﾘﾄﾙJr) 40 佐々木　　　駿 (南:学法石川高)

15 青　砥　夕　大 (南:学法石川) 39

小　林　雄　太 (会:会津工高)

18 佐々木　　　謙 (南:石川義塾中) 42 佐　藤　弘　基 (い:日大東北高)

17 高　橋　憲　人 (い:平工高) 41

猪　狩　楽　生 (い:常磐ｼﾞｭﾆｱ)

20 佐　藤　利　紅 (南:郡山五中) 44 Bye

19 小　泉　　　元 (い:T－∞) 43

小　室　佑　馬 (南:学法石川)

22 仁　平　拓　也 (い:いわき総合高) 46 髙　橋　龍　正 (会:若松五中)

21 柴　野　日　祐 (会:赤べこJr) 45

箱　﨑　　　洵 (い:平工高)

24 小　埜　航　大 (南:学法石川高) 48 吉　田　響　介 (南:橘Jr.ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)

23 目　黒　龍　弥 (会:会津工高) 47

シード選手に欠場者が出たため、リドローをしました。
H27.4.22　　レフェリー　佐藤　直樹



U16女子シングルス

　　　　。

シード順：1．橘　2．吉野　3,4．鈴木理、猪狩　　5～8．遠藤、佐藤、種田詩、酒井
※　吉田早希（桜が丘）樋口佳奈子（桜が丘）は東北春季1,2位のため、県予選を免除す

る

優勝

(北:GASC　TT)16 佐　藤　は　な 32 吉　野　優　花 (い:磐城桜が丘高)

(会:若松商高)

(会:会津高)15 鈴　木　菜々子 31 犬　童　可　望 (南:石川義塾中)

森　　　彩　音 (南:安積高)

(南:郡山五中)14 高　橋　乃　愛 30 井戸川　美　来

(い:磐城桜が丘高)13 佐々木　美　和 29

(南:天栄中)12 鈴　木　朔　夜 28 三　浦　美　彩 (南:安積高)

(北:橘高)

(会:会津学鳳高)11 石　木　優　菜 27 星　　　陽　子 (会:田島高)

種　田　詩　織 (い:いわきNTC)

(南:郡山五中)10 渡　辺　綾　延 26 松　岡　七　海

(い:いわきNTC)9 猪　狩　　　舞 25

(い:常磐ジュニア)8 酒　井　美　優 24 鈴　木　理　瑚 (い:磐城桜が丘高)

(南:天栄中)

(南:郡山五中)7 松　本　理　佐 23 矢　内　里　和 (南:石川義塾中)

廣　木　千咲子 (会:会津学鳳高)

(会:ザベリオ高)6 真　田　里　菜 22 内　山　優　衣

(南:石川義塾中)5 和　知　瑞　歩 21

(会:田島高)4 渡　部　麻　由 20 民　安　陽　菜 (南:安積高)

(い:ア・パースJｒ)

(い:ア・パースJｒ)3 関　内　あゆみ 19 吉　川　ひより (会:ザベリオ高)

遠　藤　春　希 (南:日大東北高)

2 Bye 18 吉　越　小　夜

(南:日大東北高)1 橘　　　薫　乃 17


