
１．大会日程及び会場

４／８ （土）

　　男子／１Ｒ～準々決勝、コンソレーションマッチ

　　女子／１Ｒ～準々決勝、コンソレーションマッチ

４／９ （日）
　　男子／準決勝～決勝、順位決定戦
　　女子／準決勝～決勝、順位決定戦

　　郡山庭球場（１６面）

２．試合方法

　　１タイブレークセットマッチ 

　　※ただし東北大会に準じて、準々決勝、５～８位決定戦を８ゲームプロセットマッチ

　　　準決勝、決勝を３タイブレークセットマッチで実施予定。(天候等により変更の場合あり)

３．朝の練習
　　８：００～８：１０　練習コート準備
　　８：１０～８：２５　練習①　
　　８：２５～８：４０　練習②　

４．受付時間
　　８：１５～８：４０　（参加料を添えて）

５．開会式・試合開始
　　８：４５～　開会式
　　９：００～　試合開始予定
　　※試合前の練習はサービス６本のみ

６．その他

　・今大会のシード順については県ジュニア委員会ランキング表をベースに

　　直近大会の県春季選抜ジュニア、東北春季大会の成績を加味し、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

　・東北大会

　　平成２９年６月１０日～６月１１日　秋田県立中央公園テニスコート（秋田市）

　　東北大会出場権　　男女　各上位４名（補欠若干名）

　・今大会は平成２９年８月中旬に佐賀県で開催されるグラスホパー全国大会

　　代表選手福島県選考会とする。

　　全国大会出場資格　男女　各上位１名（※４、５，６年生の中での最上位者）　

仮ドローの送付と連絡事項

第3１回県春季小学生テニス選手権大会について御連絡します。



小学生男子シングルス
1 島　村　晃　登 (い. 広野小）

2 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

3 丹　治　航　介 (北. 森合小　）

中央台南小）

4 三　瓶　涼　賢 (南. 永盛小　）

5 黒　澤　一　記 (い. 中央台東小）

佐　藤　幸　大 (い. 中央台東小）

6 安　齋　龍　人 (北. 杉田小　）

7 高　橋　海　成 (い.

10

11

市　川　倖　大 (南. 西袋一小　）

8 佐　藤　琉　成 (北. 杉田小　）

9

12 草　野　友　希 (い. 永崎小　）

13 秋　山　恵　澄 (い. 平四小）

14 山　田　和　輝 (い. 勿来一小　　）

15 木　村　和　喜 (い. 中央台南小）

16 菅　野　翔　希 (北. 青木小　　）

17 根　本　陽　生 (相. 上真野小　）

18 佐　藤　晴　虎 (い. 小名浜一小）

19 金　子　貴　紀 (南. 安積三小　）

20 横　田　廉　人 (い. 錦東小　）

21 大　森　柊　澄 (北. 糠沢小　）

22 根　本　誠　矢 (い. 高坂小　）

23 海　和　　剛 (会. 謹教小　　）

24 佐　藤　暢　紀 (い. 小名浜三小）

25 根　本　悠　矢 (い. 高坂小　）

26 伊　藤　大　輝 (北. 糠沢小　）

27 塩　谷　 撤 (北. 岡山小　　）

28 佐　藤　涼　磨 (い. 小名浜一小）

29 高　橋　　颯 (い. 泉小　）

30 風　間　　伶 (い. 中央台東小）

31 渡　辺　樹　喜 (北. 和田小　）

32 福　嶋　結　志 (い. 藤原小）

33 根　本　渚　生 (相. 上真野小　）

34 佐　藤　優　真 (い. 高坂小　）

35 小　泉　優　空 (い. 泉北小　）

36 辨　野  　空 (い. 中央台東小）

37 矢　吹　一　翔 (い. 赤井小　）

38 米　谷　海　音 (会. 鶴城小　　）

39 浅　木　理　樹 (南. 明健小　　）

40 駒　崎　妃　悠 (い. 中央台東小）

41 櫛　田　　翼 (い. 湯本二小）

42 高　野　洸　平 (北. 蓬莱東小　）

43 山　木　惺　太 (い. 中央台東小）

44 森　　隆　平 (南. 大島小　）

45 橋　本　拓　斗 (い. 中央台東小）

46 石　田　晃　基 (い. 郷ｹ丘小　）

47 土　方　威　人 (い. 中央台東小）

48 吉　田　 耀  　　　 (南. みさか小　）

49 佐　藤　陽　翔 (い. 中央台東小）

50 小　林　航　大　 (南. 守山小　）

51 渡　辺　祐　斗 (北. 糠沢小　）

52 土　方　遥　斗 (い. 中央台東小）

53 伊　東　秀　真 (い. 中央台東小）

54 吉　田　佳　左 (北. 本宮小　）

55 平　子　治　樹 (い. 泉小　）

56 山　岸　倫太郎 (北. 庭坂小　　）

57 佐　藤　優　介 (会. 城南小　）

58 鈴　木　琉　翔 (い. 高坂小　）

59 佐　藤　大　波 (会. 行仁小　　）

60 齋　藤　碧　海 (い. 中央台東小）

五筒小　）

61 神　田　翔太郎 (い. 中央台東小）

62 早　川　陽　登 (南. 安積一小　）

シード順　　　１．島村　２．宮武　　３、 ４．吉田、根本陽　　５ ～ ８．根本渚、福嶋、菅野、佐藤陽
　　　　　　　　９～12.駒崎、根本悠、山岸、佐藤幸　　　　　　13～16.佐藤暢、佐藤優、佐藤琉、櫛田

岡　田　正　人 (南. 桃見台小　）

63 　Ｂ　Ｙ　Ｅ

64 宮　武　　魁 (南.



小学生女子シングルス

1 志　賀　亜希奈 (い. 泉小　）

2 齋　藤　芹　奈 (南. 安積一小　）

3

小　林　希　空 (北. 森合小　）

4 鈴　木　美　羽 (南. 五筒小　）

5 中　澤　　楓 (北. 福島二小　）

6 日　向　冬　羽 (北. 本宮小　）

7 本　多　と　わ (南. 安積一小　）

8 伊　藤　早　織 (い. 郷ｹ丘小　）

9 齋　藤　杏　奈 (南. 安積一小　）

10 鳴　海　春　佳 (北. 油井小　）

11 田　仲　美　優 (い. 中央台東小）

12 柏　村　莞　菜 (南. 中畑小　）

13 山　田　瑞　葵 (い. 勿来一小　　）

14 吉　田　咲　穂 (い. 飯豊小）

15 金　成　智佳子 (北. 御山小　）

16 大　内　咲　枝 (北. 福大附属小）

17 大　坂　芽　暖 (い. 平五小）

18 本　田　玖　妃 (南. 赤木小　）

19 高　橋　璃　青 (い. 平四小）

20 草　野　千　莉 (い. 郷ｹ丘小　）

21 山　岸　いそら (北. 庭坂小　）

22 竹　野　千里子 (会. 東山小　　）

23 遠　藤　果　穂 (い. 中央台南小）

24 柏　村　綾　世 (南. 中畑小　）

25 込　山　晃　子 (い. 郷ｹ丘小　）

26 蛭　田　ひまり (い. 中央台東小）

(南. 大島小　）

28 小　野　璃りあ (い. 小名浜西小）

29 藤　田　ななか (南. 西袋一小　）

30 遠　藤　咲　希 (い. 中央台東小）

31

高　橋　侑　里 (北. 水保小　）

27 森　　杏　那

32 齊　藤　菜　緒 (南. 大山小　）

33 宮　内　千　央 (い. 高久小　）

34 横　田　結　衣 (南. 柴宮小　）

シード順　　　１．志賀　２．横田　　３、 ４．込山、鳴海　　　５ ～  ８．本田、斎藤、蛭田、大坂

３，４位決定戦 ７，８位決定戦

５，６位決定戦

小学生男子シングルス

３，４位決定戦 ７，８位決定戦

５，６位決定戦


