
　鈴　木　　隆

○７月１４日（金）の練習コート割

　　※今年度の第１日目はＵ１８シングルス、Ｕ１６シングルス・ダブルスの試合に係わる選手を中心に所属高校、クラブを

　　　　基本としてコート割を設定してます。

　　・原則として、下記の割り当て表に従い練習を行なって下さい。選手同士で交換しても構いません。

　　　（引率顧問の先生がいる高校生以外は県ジュニア委員の指示に従って下さい。)

小埜　航大 学法石川高 １８Ｍ 金成　　翼 磐 城 高 １８Ｍ 種田　詩織 磐 城 高 １８Ｆ

8:30 今野　剛瑠 安 積 高 １８Ｍ 白石　洋隆 磐 城 高 １８Ｍ 種田　嘉子 磐 城 高 １６Ｆ

 ～8:50 三浦　美彩 安 積 高 １８Ｆ 鈴木　啓介 磐 城 高 １６Ｍ 吉野　理花 いわきＮＴＣ １６Ｆ

民安　陽菜 安 積 高 １８Ｆ 小泉　元 磐 城 高 １６Ｍ 齋藤　瑠奈 郡山五中 １６Ｆ

篠崎　圭吾 平工高 １８Ｍ 鈴木　理瑚 磐城桜が丘高 １８Ｆ 遠藤　春希 日大東北高 １８Ｆ

 8:50 柴崎　幸大 いわき光洋高 １８Ｍ 佐々木　美和 磐城桜が丘高 １８Ｆ 佐藤　はな 聖光学院高 １８Ｆ

 ～9:10 佐藤　弘基 日大東北高 １８Ｍ 吉野　優花 磐城桜が丘高 １８Ｆ 松岡　七海 橘高 １８Ｆ

真弓　紫苑 日大東北高 １８Ｍ 猪狩　舞 磐城桜が丘高 １８Ｆ 大山　美由 ＧＡＳＣ TT １６Ｆ

柴田　もえぎ 常磐ジュニア １６Ｆ 渡辺　祐希 福島東高 １８Ｍ 池田　剛希 会津工高 １６Ｍ

 9:10 齋藤　奈緒 ア・パース １６Ｆ 吉田　響介 FTTC橘Ｊｒ １８Ｍ 齋藤　大生 会津高 １６Ｍ

 ～9:30 吉田　芽生 ア・パース １６Ｆ 金成　　練 ア・パース １６Ｍ 込山　孝 いわきローン １６Ｍ

鎌田　ひかり ア・パース １６Ｆ 小林　拓夢 安 積 高 １６Ｍ 野村　昂平 いわきＮＴＣ １６Ｍ

柳沼　康生 郡山五中 １６Ｍ

１７コート １８コート

平成29年7月7日　東北ジュニア選手権大会　練習コート割　（福島県）
ジュニア委員長

１６コート



　鈴　木　　隆

○７月１５日（土）の練習コート割

　・今年度はＵ18・16の参加選手が多く、第１日目の勝ち上りが想定できませんので第２日のU14・12以外の確定版は（U18ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

　　含む）東北ジュニア委員会（7/14、17:00～）終了後の20:30ごろ目途に安比ｸﾞﾗﾝﾄﾞｳﾞｨﾗ３ﾌﾛﾝﾄ前の公式連絡ﾎﾞｰﾄﾞに掲示します。

　　尚、公式宿舎以外に宿泊の選手は各校、ｸﾗﾌﾞ代表者がＪｒ担当：鈴木/090-7931-3888まで確認をお願いします。(20:30～21:00)

小埜　航大 学法石川高 １８Ｍ 金成　　翼 磐 城 高 １８Ｍ 篠崎　圭吾 平工高 １８Ｍ

 6:00 今野　剛瑠 安 積 高 １８Ｍ 白石　洋隆 磐 城 高 １８Ｍ 柴崎　幸大 いわき光洋高 １８Ｍ

 ～6:30 佐藤　弘基 日大東北高 １８Ｍ 渡辺　祐希 福島東高 １８Ｍ

大塚　源希 日大東北高 １８Ｍ 紺野　竜加 福島東高 １８Ｍ

 6:30

 ～7:00

國分　日菜乃 郡山五中 １４Ｆ 鈴木　理瑚 磐城桜が丘高 １８Ｆ 遠藤　春希 日大東北高 １８Ｆ

 7:00 佐久間　向日葵 ＧＡＳＣ TT １４Ｆ 佐々木　美和 磐城桜が丘高 １８Ｆ 佐藤　はな 聖光学院高 １８Ｆ

 ～7:30 吉野　優花 磐城桜が丘高 １８Ｆ

猪狩　舞 磐城桜が丘高 １８Ｆ

須藤　瑛梨香 常磐ジュニア １２Ｆ 篠原　健介 ア・パース １２Ｍ 小形　寧音 ＧＡＳＣ TT １４Ｆ

 7:30 横田　結衣 FTTC橘Ｊｒ １２Ｆ 島村　晃登 ア・パース １２Ｍ 中澤　楓 ＧＡＳＣ TT １２Ｆ

 ～8:00 込山　晃子 いわきローン １２Ｆ 宮武　魁 ﾙﾈｻﾝｽ棚倉 １２Ｍ 鳴海　春佳 Ｆ・Tｅｎｎｉｓ １２Ｆ

草野　千莉 いわきローン １２Ｆ 根本　渚生 Mｏｒｅ-Tｅｎｎｉｓ １２Ｍ 志賀　亜希奈 ア・パース １２Ｆ

根本　陽生 Mｏｒｅ-Tｅｎｎｉｓ １２Ｍ 蛭田　ひまり ア・パース １２Ｆ

秋山　弥憂 いわきＮＴＣ １４Ｆ 島村　泰登 ア・パース １４Ｍ 菅野　慧太朗 いわきローン １４Ｍ

 8:00 大森　花歩 いわきＮＴＣ １４Ｆ 志賀　夏緒 ア・パース １４Ｍ 菅野　央介 いわきローン １４Ｍ

 ～8:30 根本　真帆 いわきＮＴＣ １４Ｆ 齋藤　祐輝 ア・パース １４Ｍ 原田　佑真 いわきローン １２Ｍ

松本　可菜 いわきＮＴＣ １４Ｆ 加藤　奨稀 ア・パース １４Ｍ 樋口　大洋 赤べこＪｒ １４Ｍ

松坂　拓紀 郡山五中 １４Ｍ

Ｕ１８・Ｕ１６勝ち上り者

ジュニア委員長

１６コート １７コート １８コート

　東北ジュニア選手権大会　練習コート割　（福島県）



　鈴　木　　隆

○７月１６日(日)以降の練習コート割

　・雨天順延で、多数の選手が残っている場合は前日の割り当て表に準じて練習を行なって下さい。

　　※大会日程が予定通りの場合は試合に残った選手が、大会本部発表の時間に指定用紙にサインナップして練習を行って下さい。

　東北ジュニア選手権大会　練習コート割　（福島県）
ジュニア委員長


