
【スケジュール】 

８：００ 受付・プラクティス 

受付で 3,400 円（1 ペア）をお支払いください。 

受付を済まされた方から練習コートを開放します。（プラクティスコー

ト） 

練習する際には必ずプラクティスコート受付簿に記入の上、練習を開始

してください。 

 

８：５０ 開会式 

 

９：２０ 試合開始 

 

１２：３０～１５：００ 

中村修プロによるテニスクリニック 

各メーカーの試打会 

 

１５：００ 抽選会   

当選番号を掲示板に発表します。  

抽選番号はプログラム右上に印刷されている番号です。 

プログラム持参で抽選会場にお越しください。お帰りまでに賞品を 

お受け取り下さい。 

 

１６：３０頃（試合終了後） 

     閉会式＆表彰式 

 

練習試合について 

敗者対象に希望者を募り、練習試合を行います。開始時間は、試合進行の状況に

より、本部からアナウンス致します。希望者は、本部にお申し込みください。 

 

  



【競技上の注意】 

１．試合順序 

オーダー・オブ・プレーに従って進行いたします。 

（本部前に設置のオーダー・オブ・プレーボードに試合の順序を掲示します。

特別な事情のない限りアナウンスは致しませんので、各自が責任を持って確

認し試合を行ってください。） 

 

２．待 機 

オーダー・オブ・プレーに掲示された次の試合の選手は、指定されたコート

サイドで待機してください。試合球は番号の若い選手が本部から受け取って

ください。 

前の試合が終了しましたら、速やかにコートに入り試合を始めてください。

所定の時間が過ぎても試合に入れない場合は遅刻に対するペナルテイーを

受ける場合があります。 

 

３．試合が終了したら、勝者が試合結果を本部まで届けてください。 

試合で使用したボールは敗者が参加賞として受け取ってください。 

 

４．試合方法  １タイブレークセットマッチ 

（セミアドバンテージスコアリング方式） 

 

５．服 装  自由（テニスシューズは必ず使用すること） 

 

６．審判方法  セルフジャッジ 

 

７．試合前のウオームアップ  サービス 6 本 

 

８．連続して試合に入る場合は、休憩時間を 10 分以内と致します。 

 

９．その他、ＪＴＡテニスルールブック２０１８に準拠いたします。 

 

 

 

 

ごみは各自お持ち帰りください。 

貴重品の管理は各自お願いいたします。 



No 氏名 所属 1R 2R 3R QF SF SF QF 3R 2R 1R No 氏名 所属

阿部　圭晃 Thums up 佐々木　次方 Thums Up

渡辺健太郎 Thums up 涌井　裕貴 Thums Up

松本　和也 若松勤青TC 池田　久幸 ルバートTC
入江　伸弥 若松勤青TC 木村　一美 ルバートTC

岩田　拓深 会津RB 野沢　学志 若松勤青TC

須貝　尚也 会津RB 金田　拓也 若松勤青TC

菊地　利晴 RTO 木村　剛士 NEST
小野寺孝友 富田ＴＣ 夏井　晧平 NEST

佐藤　優介 赤べこジュニア 湯浅　弘英 湯川ファイナル

佐藤　大波 会津リトルJr 遠藤　正一 湯川ファイナル

佐治　裕紀 会津学鳳高校 平野　快聖 会津大学
二瓶　耀心 会津学鳳高校 平野　嘉向 会津高校

二瓶　俊昭 ルバートTC 秦　大輔 てにす友の会

二瓶　和俊 フリー 三留　淳之介 会津RB

佐久間祥友 NOBU 諸橋　友良 XEBIO
室井　亮 NOBU 坂部　経洋 フリー

星　一輝 JA会津よつば 津瀧　一実 湯川ファイナル

小川栄太郎 JA会津よつば 佐々木良典 湯川ファイナル

横田　知明 会津RB 芳賀　歩 会津RB
Kenneth James Abad 会津RB 菊池　海斗 会津RB

吉原　卓未 フリー 増子　遼 北芝TC
舟橋　明生 フリー 田崎　廉 北芝TC

猪俣　毅 朝友 前田　恭男 グリン②
永峯　淸彦 朝友 岡田　隆靖 ムーンボール

斎藤　大生 会津高校 藤澤　征輝 フリー

高原　聖良 会津高校 湯田　駿也 会津RB

鳴海　英樹 福島市役所 久家　教彰 会津RB

竹野　弘規 丸善商事 穴澤　良平 会津RB

大島　綾斗 フリー 坂内　俊介 赤べこTC
佐藤　晃輔 フリー 長谷川　諒 赤べこTC

樋口　大洋 会津学鳳高校 粟野　大介 ルバートTC
山口　時哉 会津学鳳高校 小林　学 郡山TC

荒井祐太郎 北芝TC 高山　愁平 昭栄産業㈱

菊地亮太郎 北芝TC 松野　智也 藤田金属㈱

木島　寛 てにす友の会 加藤　智光 赤ベコTC
浦部　晶彦 フリー 佐瀬　文博 フリー

鈴木　陽大 フリー
鈴木　昌二 フリー

佐治　泰 てにす友の会 佐藤　真也 NOBU
古川　恵一 てにす友の会 佐藤　遼真 安積高校

鈴木　明大 ルバートTC 五十嵐　佑哉 水原TC
辻　善文 フリー 涌井　大地 Thums up

松村　真治 カルロスＴＣ 大友　一真 会津リトルJr
吉田敬太朗 カルロスＴＣ 大友　保治 会津RB

滝浪　真 ムーンボール 磯部　弘之 富士通TC
原　洋一 ムーンボール 松沢　芳夫 富士通TC

田中　亨 冨田テニスクラブ 猪俣　昴昭 赤ベコTC
菊池　克文 矢吹テニスクラブ 渡部　恵毅 SPACE

井上　翔 会津工業高校 香坂　和幸 てにす友の会

遠藤　新 会津工業高校 川井　憲雄 てにす友の会

鵜川　幸司 若松勤青TC 佐藤　綾真 JA会津よつば

野沢　佳功 若松勤青TC 有田　啓祐 JA会津よつば

尾身　康廣 cresc. 正木　仁朗 会津RB

中山　慶 cresc. 若林　克弥 ＨＩＴ
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№ 氏　　名 所　　属 1R QF SF SF QF 1R № 氏　　名 所　　属

新田　知世 フリー 小林　愛子 Thums up
高橋　聖花 フリー 加藤　沙苗 水原TC

清野　雅子 ムーンボール
酒井　円 ムーンボール

鈴木　舞耶 ザベリオ学園高校 荒川　美咲 会津学鳳高校
三津間　日菜 葵高校 遠藤　瀬奈 ザベリオ学園高校

高木　加代子 矢吹テニスクラブ 高橋　ひとみ ルバートTC
五十嵐　美穂 冨田テニスクラブ 吉田　陽子 東洋エンジ

池田　真紀 ルバートTC 富川　佳代子 フリー
高野　光恵 さあくる 豊田　浩世 フリー

数本　彩音 会津学鳳高校 永峯　優女華 フリー
鈴木　芽衣 会津学鳳高校 永峯　優色 フリー

星　美優 フリー 佐藤　郁江 若松勤青TC
大沼　彩乃 フリー 佐野　礼子 若松勤青TC

青木　歌織 リーブル 佐藤　由布子 リーブル
金室　亜希 リーブル 亀井　彩 東邦銀行

№ 氏　　名 所　　属 1R 2R QF SF SF QF 2R 1R № 氏　　名 所　　属

星　直人 北芝TC 安齋　優 北芝TC
長谷川　秀樹 北芝TC 寺島　司 北芝TC

馬場　洪平 会津高校 海和　剛 会津リトルJr
野口　笙 会津高校 森　隆平 FTTC橘Jr

安部　心裕 会津学鳳高校 三留　海 会津学鳳高校
折笠　大 会津学鳳高校 山浦　武琉 会津学鳳高校

若林　経一 てにす友の会 渡部　琳久 会津学鳳高校OB
若林　直輝 会津リトルJr 栗木　直史 会津学鳳高校OB

新田　和哉 会津学鳳高校 遠藤　英樹 フリー
増子　大貴 会津学鳳高校 鈴木　敏浩 フリー

佐藤　琉成 しらさわJr 紺野　愛貴 会津学鳳高校
大森　柊澄 しらさわJr 上田　裕真 会津学鳳高校

成田　智哉 会津学鳳高校 福島　靖英 SC・AMI
丸山　陽輝 会津学鳳高校 大竹　正 SC・AMI

馬場　宏紀 会津学鳳高校 伊藤　俊輔 会津学鳳高校
土屋　拓海 会津学鳳高校 芟花　瞭介 会津学鳳高校

須賀　了摩 会津高校
岡田　龍馬 葵高校

武者　宏幸 武者宏幸TC 鈴木　博登 会津高校
市村　潤 thums up 能勢　航羽 会津高校

№ 氏　　名 所　　属 1R QF SF SF QF 1R № 氏　　名 所　　属

鳴海　柚香 F．tennis 名越　捺稀 K.J.T.C
鳴海　春佳 F．tennis 海和　はな 若松六中

加藤　優衣 会津高校
五十嵐　佑花子 会津高校

福島　海凛 会津学鳳高校 長谷川　果南 葵高校
関口　春花 会津学鳳高校 細谷　美羽 葵高校

舘内　麻裕 勤教スポーツクラブ 佐藤　唯羽 若松六中
小沼　光 若松六中 皆川　しづく 若松六中

福島　久美子 SC・AMI 星　友子 ムーンボール
秋山　小粋 会津工業高校 岡田　尚子 ムーンボール

管　さくら 若松六中 石橋　汐姫 若松六中
中川　美優花 若松六中 齋藤　愛佳 若松六中

平野　木立 葵高校
田中　琉々夏 葵高校

大坂　芽暖 常磐ジュニア 太田　純子 RTO
竹野　千里子 丸善商事 松浦　弘子 RTO
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