
第３８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 

4／24（土）  （U18男女）  会津総合運動公園テニスコート，あいづドーム 

本   戦：１Ｒ～ＱＦまで 

順位決定戦：９～１６位決定戦１Ｒ 

※ U18男子ドローNo.33～No.64の試合はすべてあいづドームで実施しますが、受付はすべて会津

総合運動公園で実施しますので、一旦会津総合運動公園に集合してください。 

（U16男女）   会津総合運動公園テニスコート 

本   戦：１Ｒ～ＱＦまで 

4／25（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：ダンロップＡＯ（オーストラリアン・オープン） 

４．公式練習 （4/24） ９：００～９：４０  ２０分×２Ｒ （本部割当、当日掲示） 

        ドーム ９：１５～９：５５ （検温・受付、選手ミーティング後、移動） 

（4/25） ９：００～９：３０ サインアップ３０分×１Ｒ 

※ 開場は  （4/24） ８：００  （4/25） ８：３０ となります。 

５．受付時間 （4/24）８：１０～８：３０  （4/25） ８：４０～９：００ 

※ 選手全員の検温を実施します。検温後、健康チェックシート（高体連所属選手はチーム用

のチェックシートの利用可）、参加料を添えて受付を行ってください。密を避けるため、できるだ

け団体単位での受付にご協力ください。 

６．選手ミーティング ８：３５～  (初日のみ)    

試合開始 ９：４５ (2日間とも) ただし初日のドームは１０：００開始 

７．試合前の練習  サービス４本とする。 

８．感染症対策について  

① 試合以外ではマスクを常時着用する。また飲食時などは密を避け、黙食に努めること。 

② 会場内ではこまめに手洗い（３０秒以上）、手指消毒をする。 

③ タオルの貸し借り、飲料の回し飲みなどは絶対に行わない。 

④ 会場内の更衣室、外のシェルターの使用は禁止する。 

８．シード順については、第４０回福島県春季選抜ジュニアシングルス選手権、ジュニア委員会 

ランキングポイントを基に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、申し込み等については 

大会本部にてご確認ください。 

１０．参加料（１，８００円）は、できるだけ団体ごとにまとめてお支払いください。 

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．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。 

１２．試合の観戦について   

本大会はコーチ、保護者、引率責任者の試合の観戦を認めますが、現在福島県内でも感染拡大の

傾向が現れています。選手が安心して出場できる大会を確保するためにも、できるだけ観戦はご遠

慮ください。また、観戦する場合は選手１名に対して保護者１名とする、観戦は当該選手の試合の

みとする、などの配慮をお願いします。観戦については、以下の注意事項を遵守すること。遵守で

きない場合は、観戦を認めない場合があります。 

①  所定の健康チェックシートを持参し、受付に提出すること。大会当日の２週間前までの

体調に問題がないこと。 

②  マスクを着用し、下記の試合観戦エリアのみで観戦する。また、声を出しての声援や選

手との会場内での接触をしない。観戦時は適切な距離をとり、観戦する。 

③  観戦者の受付は各日程の試合開始時刻の２０分前より行います。 

④ クラブハウスや会場内のトイレの使用はしない。駐車場南側のトイレや総合体育館内のト

イレをご利用ください。 

⑤ 複数の選手への飲食物の提供を行わない。 

※ あいづドームは、室内となるため、試合観戦はできませんのでご了承ください。 

 

今後感染拡大の状況によっては無観客とする場合がありますのでご了承下さい 

 

＊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 



  

大会参加者・関係者各位                     2021 年  月  日 

連絡先および健康状態申告のお願い 

福島県テニス協会 

 

 新型コロナウイルスの感染予防のため今大会参加にあたって以下の情報提供をお願い致

します。ご記入の上、大会当日持参し、受付にご提出下さい。尚、提出された個人情報の取

扱には十分配慮いたします。 

 

選手 ・ コーチ ・ 保護者 ・ その他（     ） （いずれかに○） 

大会名                               

提出日   月   日 

氏 名 ： 

所属名 ：（保護者の場合は参加選手名） 

連盟に連絡先等が登録されていれば、以下の年齢、住所、連絡先は記入不要 

年齢 ： 

住所 ： 

連絡先（電話番号）： 

大会当日の体温 （    ）℃ 

大会前２週間における以下の事項の有無 
 
平熱を超える発熱（おおむね 37 度５分以上） □ あり □ なし  

咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 □ あり □ なし  

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難） □ あり □ なし  

嗅覚や味覚の異常 □ あり □ なし  

体が重く感じる、疲れやすい等 □ あり □ なし  

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有

無 

□ あり □ なし  

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方が発生 □ あり □ なし  

過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要

とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接

触 

□ あり □ なし  

大会参加者が未成年の場合 保護者確認欄 

保護者氏名                                     

電話番号              E-mail         ＠           

確認日  西暦    年   月   日 

 

第 38 回福島県春季ジュニアシングルス選手権 



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

16歳以下男子シングルス

1 篠　原　健　介 (い:磐城桜が丘高) 25 草　野　友　希

(会:会津高)

星　　　慶　介 (北:橘高)

7 岡　田　大　空 (い:東日本昌平高) 31

佐　藤　幸　大

(南:天栄中)

4 宇都木　　　響 (会:会津学鳳高) 優勝 28 荒　川　優　大

3 渡　辺　斗　空 (南:郡山五中) 27 森　　　悠　哉

6 圓　谷　将　伸 (南:須賀川高) 30

5 佐　藤　暢　紀 (い:磐城高) 29

(南:郡山五中) 32

小　林　鉄　幸 (南:郡山五中)

12 佐　藤　琉　成 (北:しらさわジュニア) 36

鈴　木　蒼　天 (い:湯本高)

11 平　山　純　也 (会:会津工高) 35

10 吉　田　健　人 (南:郡山五中) 34

14 白　川　　　蓮 (南:郡山五中) 38

米　谷　海　音 (会:会津高)

13 根　本　渚　生 (相:相馬高) 37

根　本　颯　汰 (南:須賀川高)

18 早　川　陽　登 (南:安積高) 42

齋　藤　碧　海 (い:平工高)

17 駒　崎　妃　悠 (い:湯本高) 41

16 本　田　楓　馬 (北:橘高) 40

佐　藤　涼　磨 (い:磐城高)

20 金　杉　悠　斗 (会:会津工高) 44

佐　藤　優　介 (会:会津高)

19 原　田　佑　真 (い:磐城桜が丘高) 43

皆　川　陽　向 (会:会津高)

22 小　泉　優　空 (い:いわきﾆｭｰﾀｳﾝ) 46

佐　藤　　　匠 (南:郡山北工高)

21 宗　像　康　平 (南:郡山五中) 45

　　　　シード順：1．篠原　2．根本陽　3～4．根本渚、米谷　5～8．市川、佐藤琉、佐藤大、草野
　　　　　　　　　9～12．原田、佐藤優、岡田、星　13～16.　佐藤涼、圓谷、岡田、早川
　　　　　　  　　  補欠：　篠原（郡山五中）

小　針　壱　登 (南:天栄中)

24 佐　藤　大　波 (会:会津学鳳高) 48

23 藁　谷　　　恋 (南:天栄中) 47

(会:会津学鳳高)

(い:磐城高)

2 安　藤　大　樹 (会:会津学鳳高) 26 永　井　皇　士

(い:磐城緑陰高)石　田　晃　基

齋　藤　大　空 (北:福島東高)

(い:平工高)

9 高　橋　　　麗 (会:会津学鳳高) 33

岡　田　正　人 (南:郡山五中)

8 湯　㘴　朋　樹

木　村　風　葉 (会:会津学鳳高)

秋　山　恵　澄 (い:いわきﾆｭｰﾀｳﾝ)

15 鈴　木　風　真 (会:会津工高) 39

市　川　倖　大 (南:K.J.T.C)

根　本　陽　生 (相:More-Tennis)

佐　賀　匠　真 (北:福島東高)



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

(い:いわきローン)

2 山　口　莉　央 (会:AIZTC) 26 渡　部　　　翠

16歳以下女子シングルス

1 志　賀　亜希奈 (い:磐城桜が丘高) 25 金　子　天茉音

(南:天栄中)

(会:会津高)

4 吉　田　咲　穂 (い:アパース) 優勝 28 齊　藤　菜　緒

3 齊　藤　優　奈 (南:郡山六中) 27 石　橋　汐　姫

bye

6 藁　谷　　　華 (南:team S) 30

(南:日大東北高)

5 bye 29

田　仲　美　優 (い:アパース)

7 日　向　冬　羽 (北:郡山高) 31

bye

大　内　咲　枝 (北:日大東北高)

8 bye 32

唐　橋　季　里 (い:いわきﾆｭｰﾀｳﾝ)

10 水　田　結　夢 (い:いわきﾆｭｰﾀｳﾝ) 34

9 斎　藤　杏　奈 (南:team S) 33

永　井　琴　乃 (会:AIZTC)

12 大　坂　芽　暖 (い:磐城高) 36

坂　本　瑞　奈 (南:郡山六中)

11 中野目　ひまり (南:ルネサンス棚倉) 35

込　山　晃　子 (い:磐城高)

14 佐　藤　結　花 (い:いわきﾆｭｰﾀｳﾝ) 38

草　野　千　莉 (い:いわきローン)

13 鳴　海　春　佳 (北:F.tennis) 37

佐　藤　　　空 (南:郡山六中)

16 海　和　は　な (会:葵高) 40

bye

15 高根澤　美　央 (南:郡山六中) 39

折　笠　佳　子 (会:若松商高)

18 蛭　田　ひまり (い:磐城桜が丘高) 42

渡　部　真　央 (南:天栄中)

17 bye 41

井　上　ここ音 (南:郡山五中)

20 bye 44

安　藤　杏　香 (い:いわきﾆｭｰﾀｳﾝ)

19 横　田　結　衣 (南:日大東北高) 43

(南:郡山六中) 46

bye

21 赤　羽　ひより (会:立葵ジュニア) 45

　　　　シード順：1．志賀　2．中澤　3～4．鳴海、草野　　5～8．金子、佐藤優、込山、大坂
　　　　　　　　　9～12．安藤、田仲、日向、横田　13～16．藁谷、井上、蛭田、大内

田　久　緋　真 (い:いわきﾆｭｰﾀｳﾝ)

24 佐　藤　　　優 (北:聖光学院高) 48

3位決定戦

23 髙　橋　璃　青 (い:いわきローン) 47

中　澤　　　楓 (北:桜の聖母高)

今　井　彩　愛 (南:郡女大附高)

安　藤　凛　音 (い:アパース)

22 古　川　沙　季


