
第 7回会津テニスフェスティバル        連絡事項２  
１．参加校数  男子 28チーム   女子 18チーム 

 

２．試合方式 

男子 ① 予選リーグ （4チーム×7ブロック） 

② 準決勝 1位リーグ（4チーム×２）  

 ※各ブロック 1位および 2位の学校から勝数（ポイント）の多い学校の上位 1校 

  勝ち数が同じ場合は抽選とする。 

準決勝 2位リーグ（4チーム×２）  

※各ブロック 2位および 3位の学校から勝数（ポイント）の多い学校の上位 1校 

  勝ち数が同じ場合は抽選とする。 

交流リーグ（4チーム×３）  

③ 順位決定戦 ( 15位以降の順位はつけない ) 

     決勝、3決、5決、7決  ※ 準決勝 1位リーグの 1位同士・・・、4位同士 

     9決、11決、13決、15決  ※ 1位リーグと同様 

     交流リーグの未対戦の試合を実施 

女子 ① 予選リーグ（6チーム×3ブロック） 

② 順位決定リーグ（3チーム×6ブロック） 

各ブロックの 1位が 1位リーグ、同様に 2位リーグ、・・・・・、6位リーグ 

   ※ 男女とも 2日間で計 7試合実施予定 

試合はすべて 1タイブレークセットマッチ（セミノーアドバンテージ） 

 ただし、男子の決勝、3決、および女子の 1位リーグのみ、1タイブレークセットマッチ 

 

３．会 場 以下の 3会場を利用します。 

  会津総合運動公園テニスコート（砂入り人工芝 20面） 

  あいづドーム（室内 砂入り人工芝 4面） 会津若松市門田町大字御山字村上 164 

  会津（鶴ヶ城）庭球場（クレー10面）   会津若松市追手町１－１ 

 （予備会場） 葵高校テニスコート    

会津学鳳高校テニスコート 

月日 ８／１１（月） ８／１２（火） ８／１３（水） 

会場 運動公園 ドーム 鶴ヶ城 運動公園 ドーム 鶴ヶ城 運動公園 鶴ヶ城 

男子 全校   1位 L 2位 L 3,4位 L 全校  

女子  A B、C 全校    全校 

 ※ 会津庭球場の駐車場については、会津若松市営プール脇の駐車場、または鶴ヶ城体

育館駐車場をご利用下さい。（その他は有料になります） 



４．組み合わせ （予選リーグ） 

男 子 (※男子 Bブロックに変更がありました) 

A B C D E F G 

米沢中央 福島東 福島工 A 聖光学院 福島成蹊 A 学法福島 福島 

郡山 A 平工 相馬東 いわき光洋 平商 県石川 須賀川桐陽 

若松商 須賀川 葵 会津学鳳 会津工 会津 会津中学選抜 

坂下 ザベリオ 川口 田島 郡山 B 福島工 B 福島成蹊 B 

女 子  

 【 運営責任者 】 

 運動公園   斎藤 正志（会津工） 

 あいづドーム 星  浩貴（ 田島 ） 

  会津庭球場  穴澤 正彦（ 会津 ） 

 【 連絡先携帯 】 

  斎藤 090-2846-4255 

  星  090-7067-0650 

  穴澤 090-3365-4750 

５．日 程  

８／１１(月)  会場ごとに受付、開会式を行います。各会場に直接集合して下さい。 

   受 付  8:20～8:40 （参加料を添えて） 

   公式練習 8:15～8:30 （会津地区） 

        8:30～8:45 （会津地区以外の学校） 

   開会式  8:50～9:05 

  監督打合せ  9:05～9:15 

   競技開始 9:20～    男子：予選リーグおよび 1，2位リーグ１Rまで 

               女子：予選リーグ４Ｒまで 

８／１２（火） 会場ごとに受付を行います。各会場に直接集合して下さい。 

   受 付  8:00～8:20  

   公式練習 8:00～8:15 （会津地区） 

        8:15～8:30 （会津地区以外の学校） 

   競技開始 8:40～    順位決定後、表彰式 

８／１３（水） 交流戦実施（未定）  運動公園、鶴ヶ城 

   受 付  8:00～8:20  

   公式練習 8:00～8:15 （会津地区） 

        8:15～8:30 （会津地区以外の学校） 

   競技開始 8:40～  

 

A B C 

山本学園 米沢中央 福島東 

福島成蹊 福島北 須賀川桐陽 

須賀川 郡山・川口 福島 

いわき総合 原町 平商 

会津学鳳 若松商 会津 

田島 坂下 葵 



６．優勝カップ返還  男子： 会津学鳳Ａ  女子： 福島東 

 

７．情報交換会   8/11(月) 19:30～   土竜（もぐら）  会費 \4000 

 

８．その他 

(1) 宿泊、お弁当注文について 

 宿泊申込みをされた学校については、宿舎より後日連絡があります。泊数、人数を再度

ご確認下さい。また、弁当は折詰弁当(\648)、おにぎり弁当（\486）になります。支払い

はすべて宿舎でお願いいたします。 

(2) 熱中症予防について 

 会津若松市内は連日 30℃を超える日が続いています。特に運動公園のコートは日陰も少

ないため、熱中症予防に十分御配慮下さい。 

(3) 雨天時の対応 

 運動公園およびドームは人工芝のため、雨天でも試合が可能な場合実施いたします。 

会津庭球場はクレーコートのため実施ができない場合があります。状況によっては、予備

会場または運動公園への移動の場合があります。またその場合、試合方式を変更する場合

がありますのでご了承下さい。 

(4) 会津庭球場の駐車場について 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選手変更などがある場合は、会津工業 斎藤まで、メール（taikunpapa@nifty.com）でご

連絡下さい。 

この 2カ所の駐車場

は無料になります

ので、ご利用下さ

い。その他は有料と

なりますのでご注

意下さい 



平成26年度　第７回会津テニスフェスティバル　H26.8/11～8/13開催　会津総合運動公園テニスコート・会津庭球場

宿舎一覧

福島北 9 グリーンホテル会津 ２４－５１８１ 中央三丁目７－２３

学法福島 12 東山　おやど東山 ２８－１２２２ 東山町湯本下原２５５－３

須賀川桐陽 17 ホテル玉屋 ２７－２０１５ 東山町大字湯本字下原２３３

原町 8 旅館田園 ２７－２４０３ 古川町９－１４

福島工業 17 ホテルいづみや ２７－５５３８ 南千石町６－３５

いわき総合 9 旅館ふじみ ２２－２３８３ 駅前町４－２６

福島 13 中町フジグランドホテル ２８－３１１１ 中町１－１２

米沢中央 19 ホテルいづみや ２７－５５３８ 南千石町６－３５

石川 9 たけみ旅館 ２２－２６８０ 中央三丁目７－２８

平工業 9 民宿多賀来 ２６－６２９９ 東山町院内１０４

川口 4 ホテルいづみや ２７－５５３８ 南千石町６－３５

いわき光洋 10 民宿多賀来 ２６－６２９９ 東山町院内１０４

須賀川 17 ホテル大阪屋 ２２－５３０５ 大町一丁目２－５５

相馬東 8 中野屋旅館 ２７－０５１２ 東栄町３－２７

学法　山本学園 10 ホテルいづみや ２７－５５３８ 南千石町６－３５

平商業 20 民宿多賀来 ２６－６２９９ 東山町院内１０４

合　　計 191

電話番号
（０２４２）

備考高　校　名
宿泊
人数

旅館・ホテル名 旅館・ホテル住所

1／1


