
第３６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 

4／20（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１Ｒ 

（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まで 

4／21（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、9～12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 5～8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 

原則として、すべてセルフジャッジとする. 

３．使用球：スリクソン 

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

（4/21） ９：００～９：３０ サインアップ３０分×１Ｒ 

※開場は（4/20）８：１５  （4/21） 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本とする 

８．シード順については、平成30年4月～平成31年3月のジュニア委員会ランキングポイントを基に

直近大会の戦績、中牟田杯、MUFG県予選、過去実績など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．東北大会出場枠  東北テニス協会のHPよりご確認ください。 

なお、参加申込用紙は U18 は10位まで、U16 は 8位 までの選手に配布いたします。 

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、団体ごとにまとめてくださると助かります。 

領収書を希望される場合は、納入時に本部で申し出てください。 

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。 

※ 昨年度より、テニスコート中央部の門扉が開放されています。駐車場西側利用が便利です。 

 

＊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 黒川  誠  ０９０－６２２９－６０７６ 
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(南:安積高)

(南:安積高)

(い:東日大昌平高)

(会:若松商高)

(北:福島成蹊高)

(南:安積高)

(相:相馬東高)

(会:会津高)

(南:日大東北高)

(会:会津学鳳高)

(い:勿来工高)

(南:安積黎明高)

(北:福島成蹊高)

(相:相馬高)

(い:いわき総合高)

(北:福島東高)

(会:若松商高)

(南:日大東北高)

齋　藤　大　生 (会:会津高)

　　　　シード順：1．小林　2．齋藤　　3～4.栁沼、野村　　　5～8．伊藤、渡部、丹治、渡辺
　　　　　　　　　9～12．蛭田、佐藤遼、石黒、幕内　13～16.　山口、藤田、佐藤大、野崎
　
            補欠：　1.安部(若松商）　2.渋谷(福島東）

32 伊　藤　　　渚 (南:安積高) 64

大　谷　修　平 (北:福島工高)

31 早　坂　楓　也 (北:福島工高) 63 小　野　優　人 (い:勿来工高)

30 吉　川　竜　聖 (相:相馬高) 62

佐　治　裕　紀 (会:会津学鳳高)

29 八　島　晴　人 (い:東日大昌平高) 61 佐　藤　　　凜 (南:日大東北高)

28 大　橋　亮　棋 (北:福島成蹊高) 60

村　山　優　太 (北:福島工高)

27 深　谷　唯　翔 (南:白河高) 59 青　木　俊　樹 (い:磐城高)

26 平　野　嘉　向 (会:会津高) 58

石　黒　将太郎 (い:磐城高)

25 蛭　田　大　遥 (い:磐城桜が丘高) 57 佐　藤　大　洋 (南:日大東北高)

24 野　崎　裕　斗 (南:日大東北高) 56

米　畑　響　生 (会:葵高)

23 三　瓶　瑠　晃 (北:福島工高) 55 安　藤　悠　大 (南:郡山北工高)

22 鈴　木　良　汰 (会:若松商高) 54

松　坂　武　治 (相:原町高)

21 戸　川　大　文 (南:須賀川高) 53 伊　東　海　斗 (北:学法福島高)

20 西　牧　健　友 (北:福島成蹊高) 52

19 栗　原　大　地 (会:葵高) 51 小　山　拓　巳 (南:須賀川高)

18 五十嵐　　　潤 (南:郡山高) 50 (い:福島高専)

17 野　村　昂　平 (い:磐城高) 49 渡　辺　拓　人 (北:聖光学院高)

中　嶋　晃　祐

齋　藤　圭一朗

16 渡　部　陽　介 48 栁　沼　康　生

15 佐　藤　朋　希 47

14 安　田　宏　大 46 鴨志田　聖　斗

13 笈　川　陽　介 45

44 佐　藤　莞　吹

11 仲　澤　知　哉 43

岡　田　温　人

佐　藤　遼　真

9 幕　内　悠　斗 41

8 山　口　時　哉 優勝 40

藤　田　峻　也

10 渡　辺　健　斗 42 坂　本　憲　信

五ノ井　洋　介

12 西　　　道　雅

髙　木　拓　海 (い:勿来工高)

7 福　島　功太郎 (北:福島南高) 39 伊　藤　和　樹 (北:福島高)

6 近　藤　大　生 (い:磐城高) 38

栁　沼　陽　介 (南:郡山高)

5 八　旗　拓　実 (南:郡山高) 37 髙　原　聖　良 (会:会津高)

4 石　橋　　　凛 (い:福島高専) 36

遠　藤　裕　太 (い:磐城高)

3 能　勢　航　羽 (会:会津高) 35 青　田　光　矢 (相:相馬高)

2 野　崎　智　矢 (北:福島成蹊高) 34

18歳以下男子シングルス

1 小　林　拓　夢 (南:安積高) 33 丹　治　毅　彦 (北:福島高)
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(北:福島商高)

(南:郡女大附高)

(い:磐城高)

(い:磐城高)

(南:須賀川桐陽高)

(相:相馬高)

(会:葵高)

(北:福島成蹊高)

(南:日大東北高)

(南:須賀川高)

(北:橘高)

(い:磐城桜が丘高)

(い:磐城桜が丘高)

(南:須賀川桐陽高)

(会:会津高)

(相:相馬高)

(北:福島成蹊高)

(南:日大東北高)

種　田　嘉　子 (い:磐城高)

　
　　　　シード順：1．吉野　2．種田　3～4.國分、加藤　5～8．鹿野、保住、村上、前沢
　　　　　　　　　9～12．坂本、今泉、蛭田、鎌田　13～16．大森花、平塚、大内、佐川
　
　　　　　　補欠：１．西内（相馬東）　２．数本（学鳳）　３．佐藤有（福島成蹊）

24 鹿　野　真　希 (南:日大東北高) 48

藤　原　みのり (相:原町高)

23 大　森　詩　穂 (い:磐城桜が丘高) 47 安　斎　愛　花 (北:橘高)

22 一　條　真　未 (北:福島成蹊高) 46

熊　本　莉　奈 (北:福島成蹊高)

21 五十嵐　佑花子 (会:会津高) 45 大　島　　　舞 (南:郡山高)

20 柚　原　涼　花 (相:相馬高) 44

今　泉　綾　菜 (南:郡山高)

19 坂　本　菜　摘 (南:安積高) 43 平　塚　紀　佳 (会:若松商高)

18 大　森　花　歩 (い:磐城桜が丘高) 42

三津間　日　菜 (会:葵高)

17 内　山　悠　梨 (南:岩瀬農高) 41 草　野　真　穂 (い:磐城高)

16 星　　　結　衣 (会:若松商高) 40

15 今　野　彩　華 (相:相馬高) 39 佐　藤　真里菜 (北:福島成蹊高)

14 髙　崎　千　鶴 (南:白河実高) 38 (い:磐城高)

13 加　藤　夕　奈 (北:福島商高) 37 前　沢　　　柚 (南:日大東北高)

本　田　美　聡

佐　藤　菜　南

12 保　住　紗恵子 36 國　分　日菜乃

11 菅　野　さくら 35

10 但　野　友　香 34 平　野　木　立

9 加　藤　優　衣 33

32 小　林　利　瑞

7 蛭　田　莉　子 31

須　貝　美　咲

松　本　菜　々

5 本　田　新　菜 29

4 岡　本　　　葵 優勝 28

中　倉　里　桜

6 海　野　ミ　カ 30 鎌　田　ひかり

佐　川　真　菜

8 深　谷　歩　花

18歳以下女子シングルス

1 吉　野　理　花 (い:磐城高) 25 村　上　優　圭 (南:安積高)

藤　丸　陽　日 (い:磐城高)

3 山　口　生　葵 (会:会津高) 27 石　田　笙　子 (会:葵高)

2 渡　邉　亜優香 (北:福島成蹊高) 26
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志　賀　夏　緒 (い:磐城高)

　
        シード順：1．島村　2．志賀　3～4．菅野慧、樋口　5～8．加藤、菅野央、種田、栁葉
　　　　　　　　　9～12．海和、岡田、佐藤柊、島田　13～16.　吉田、佐藤祐、上田、山木
　
　　　　　　補欠：　草野（福島高専）

磯　部　智　詞 (南:天栄中)

24 栁　葉　結　斗 (い:磐城高) 48

早　坂　直　澄 (い:平工高)

23 我　妻　佳　朋 (南:岩瀬農業高) 47

関　口　瑠輝弥 (南:郡山六中)

22 鈴　木　崇　文 (い:磐城桜が丘高) 46

鈴　木　悠　斗 (い:福島高専)

21 石　川　真　悟 (南:日大東北高) 45

上　田　裕　真 (会:会津学鳳高)

20 大　坂　恵　司 (い:いわき光洋高) 44

島　田　泰　良 (北:GASCTT)

19 海　和　大　地 (会:葵高) 43

松　本　　　慧 (い:磐城桜が丘高)

18 吉　田　有　樹 (北:安積高) 42

佐　藤　拓　斗 (南:清陵情報高)

17 橋　本　皓　汰 (南:清陵情報高) 41

平　野　学　斗 (会:会津工高)

16 早　坂　　　健 (い:磐城高) 40

大和田　楓　真 (南:郡山五中)

15 浦　井　裕　平 (南:郡山北工業高) 39

加　藤　奨　稀 (い:ア・パース)

14 大　畑　　　和 (い:いわきニュータウン) 38

菅　野　慧太朗 (い:磐城桜が丘高)

13 樋　口　大　洋 (会:会津学鳳高) 37

丸　山　陽　輝 (会:会津学鳳高)

12 種　田　嘉　人 (い:いわきニュータウン) 36

鈴　木　康　生 (南:天栄中)

11 山　崎　綱　紀 (南:郡山高) 35

鈴　木　真　哉 (い:いわきニュータウン)

10 佐　川　敬　汰 (い:勿来工高) 34

(相:相馬東高)

9 大　友　一　真 (会:会津工高) 33

佐　藤　祐　也 (北:GASCTT)

8 稲　村　幸　大 (い:平工高) 32

渡　邊　健　人 (い:平工高)

6 山　木　耀　太 (い:いわきニュータウン) 30

(会:会津学鳳高)

5 石　田　星　凪 (南:岩瀬農業高) 29

岡　田　幸　人 (南:郡山五中)

7 佐　藤　　　柊 (北:学法福島高) 31

門　馬　克　樹

(い:いわきニュータウン)

4 草　野　大　智 (い:いわき総合高) 優勝 28 三　瓶　祐　翔

3 添　田　海　斗 (南:天栄中) 27 安　龍　直　輝

(い:いわきローン)

2 岡　田　龍　馬 (会:葵高) 26 並　木　彰　吾

16歳以下男子シングルス

1 島　村　泰　登 (い:磐城高) 25 菅　野　央　介

(南:天栄中)
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小　形　寧　音 (北:GASCTT)

　　　　シード順：1．佐久間　2．小形　3～4．松本、寺島　　5～8．佐々木、加藤、大友、根本
　　　　　　　　　9～12．長塚、横田、小野、名子　13～16．佐藤、和賀、大関、二瓶

鈴　木　　　瑛 (い:磐城桜が丘高)

24 加　藤　颯　彩 (い:磐城高) 48

熊　倉　　　涼 (南:郡山六中)

23 弓　田　　　爽 (会:葵高) 47

関　口　春　花 (会:会津学鳳高)

22 助　川　愛　花 (南:郡山六中) 46

bye

21 鳴　海　柚　香 (北:F.tennis) 45

佐　藤　琉　奈 (い:平商高)

20 若　林　野乃花 (会:若松商高) 44

横　田　碧　衣 (南:日大東北高)

19 名　子　鈴　花 (南:ｔｅａｍＳＪｒ) 43

花　泉　彩　奈 (会:ザベリオ高)

18 和　賀　凛　帆 (い:いわき光洋高) 42

草　野　仁　那 (い:いわきローン)

17 bye 41

三　瓶　莉　奈 (南:郡山六中)

16 鈴　木　穂　花 (南:天栄中) 40

柏　倉　春　奈 (会:葵高)

15 皆　川　しづく (会:若松六中) 39

根　本　真　帆 (い:磐城高)

14 桑　名　麗　音 (南:郡山六中) 38

寺　島　陽　菜 (い:いわきニュータウン)

13 松　本　可　菜 (い:いわきニュータウン) 37

安　藤　里　紗 (南:郡山六中)

12 大　友　　　桜 (い:磐城高) 36

菅　野　このみ (北:F.tennis)

11 木　田　結　子 (会:会津学鳳高) 35

渡　辺　里　奈 (南:郡山五中)

10 鈴　木　好　美 (南:郡山六中) 34

9 高　橋　彩　桜 (会:若松商高) 33

大　関　美　悠 (会:若松商高)

8 村　上　凛　奈 (南:郡山六中) 32

名　越　捺　稀 (南:ｔｅａｍＳＪｒ)

6 二　瓶　陽　菜 (会:若松商高) 30

(会:若松六中)

5 bye 29

小　野　うらら (い:ア・パース)

7 長　塚　統　子 (い:磐城桜が丘高) 31

bye

(相:原町高)

4 黒　木　　　萌 (相:原町高) 優勝 28 大　島　　　憩

3 森　　　遙　菜 (南:天栄中) 27 遠　藤　春　香

(南:石川義塾中)

2 七　島　実　璃 (い:磐城桜が丘高) 26 石　井　　　凛

16歳以下女子シングルス

1 佐久間　向日葵 (北:桜の聖母学院) 25 佐々木　　　啓

(い:いわきニュータウン)


