
全会津春季シングルス選手権大会連絡事項（U18、U16）

1 大会予定

月 日 曜 種目

4 6 土 U18、U16シングルス

2 参加料　　　　シングルス：1,200円（お釣りのないようにお願いします）

3 受付時間 U18,16シングルス　　8:00～8:30　（参加料を添えて）　競技開始　8:45

U16ダブルスのみの選手は競技開始　N.B　12:00（Not Before)

4 公式練習　　8:00～8:30　当日発表とする

U16ダブルスのみの選手に公式練習時間は準備しないが、朝の公式練習に参加可能

5 使用球　　　　スリクソン

6 運営、競技方法について

● U1８男女シングルス、U16男女シングルス

・ 全試合１タイブレークセットマッチとする。（当日変更の場合がある）

・ 服装についてはテニスウェアとし、気温により、ウォームアップの着用を認める。

・ 本大会は第36回福島県春季ジュニアテニス選手権大会の予選となります。

（大会要項は福島県テニス協会HPにてご確認ください。）

場所

会津総合運動公園テニスコート　20面

　　大会ディレクター　斎藤　正志
　　　　　連絡先：090-2846-4255

※U16ダブルスについては不成立とするが、シングルス終了後、順位決定戦のみ実施
する。



U18男子シングルス

9位決定戦

5-8位決定戦

7位決定戦

※齋藤大生は県春季JSの結果により、予選免除とする

3位決定戦

2 bye 34 bye

1 髙　原　聖　良 33(会津)

35 武　藤　　　翼 (会津)(会津学鳳)

鈴　木　良　汰 (若松商)

(若松商)

4

6 増　子　大　貴

3 折　笠　　　大

長谷川　智　也 36

成　田　智　哉 (会津学鳳)

7 山　下　　　諒 39 五十嵐　歩　希

渡　部  雅  宏 (会津工)

渡　部　　　毅 (会津工)

(葵)

5 安　部　直　輝 37

能　勢　航　羽 (会津)

(会津工)

(会津)

(葵)

(会津学鳳)

(ザベリオ)

38 齋　藤　圭一朗

9 鈴　木　博　登 41

(葵)

(会津)

8 佐　藤　圭　哉 40

安　部　心　裕 (会津学鳳)

紺　野　愛　貴 (会津学鳳)

(若松商)

11 小　窪　汰　一 43 長谷川　愛　斗 (葵)(会津工)

10 小　野　裟久良 42 坂　内　ら　く

13 大　竹　寿　樹 45

12 三　留　　　海 44

渋　川  雅  史 (ザベリオ)

佐　藤　朋　希 (若松商)

(会津工)

15 須　賀　了　摩 47 bye

14 菅　家　勇　太 46 川　島　和　真

17 五ノ井　洋　介 49

()

16 栗　原　大　地 48

井　関　航　大 (会津工)

土　屋　拓　海 (会津学鳳)

(会津学鳳)

19 渡　邉　香之介 51 水　下　日　向 (葵)(会津工)

18 bye 50 新　田　和　哉

21 渡　部　光　汰 53

20 山　浦　武　琉 52

米　畑　響　生 (葵)

野　口　　　笙 (会津)

(会津)

23 山　田　楓　翔 55 木　村　俊　介 (会津工)

22 馬　場　宏　紀 54 馬　場　洪　平

25 平　石　大　輔 57

(会津)

(会津工)

24 平　野　嘉　向 56

小久保　　　怜 (ザベリオ)

野　正　拳　矢 (葵)

(会津工)

27 林　出　有　史 59 佐　治　泰　向 (若松商)(若松商)

26 角　田　清　剛 58 若　菜　広　弥

29 早　川　康　一 61

28 佐　藤　太　一 60

(会津工)

31 bye 63 bye

30 秋　津　泰　斗 62 泉　　　景　虎

32 山　口　時　哉 64 佐　治　裕　紀 (会津学鳳)

(会津学鳳)

(会津工)

(若松商)

(会津)

(葵)

(若松商)

(会津学鳳)

(葵)

(会津工)

(会津学鳳)

(会津学鳳)

(会津工)

(会津学鳳)

(葵)

(会津)



U18女子シングルス

9位決定戦

７位決定戦

3位決定戦

5-8位決定戦

2 bye 18 神　　　結　花

1 平　塚　紀　佳 17(若松商)

19 渡　邊　ほのか (若松商)(葵)

五十嵐　佑花子 (会津)

(葵)

(葵)

4

6 荒　川　美　咲

3 細　谷　美　羽

皆　川　笑　香 20

数　本　彩　音 (会津学鳳)

7 林　　　未彩都 23 福　地　芽　生

田　中　琉々夏 (葵)

秋  山  小  粋 (会津工)

(会津)

5 若　菜　美　優 21

鈴　木　芽　衣 (会津学鳳)

(葵)

(若松商)

(葵)

(会津学鳳)

(会津)

22 星　　　結　衣

9 石　田　笙　子 25

(若松商)

(葵)

8 平　野　木　立 24

(葵)

11 鈴　木　麻　央 27 山　口　生　葵 (会津)(会津)

10 遠　藤　安　未 26 渡　部　瑠　菜

12 大　村　海　空 28 長谷川　果　南 (葵)

樋　野　愛　花 (若松商)

安　藤　凛　南 30 横　田　あすか

13 栗　城　絢　音 29

16 加　藤　優　衣 32 三津間　日　菜 (葵)

(葵)

(ザベリオ)

(若松商)

(葵)

(会津)

(会津)

15 小荒井　菜　緒 31 bye

14



U16男子シングルス

NO BlockNo 1 2 3 4 勝敗 順位

決勝

３位決定戦

3 Ａ３ 丸　山　陽　輝 (

2 Ａ２ 大　友　一　真 ( 会津リトル

選手名

1 Ａ１ 海　和　大　地 ( )赤べこJr.TC

)

会津学鳳高 )

Ｂ４

)

Ｂ３

Ｂ２5 三　瓶　祐　翔 ( 会津学鳳高 )

4 Ｂ１ 上　田　裕　真 ( 会津学鳳高

7 岡　田　龍　馬 ( 葵高 )

6 平　野　学　斗 ( 会津工高 )

B2位 （ ）

B1位 （ ）

A2位 （ ）

シード順　1:　海和（赤べこ）２：上田（学鳳）　県ジュニアランキングを基にする
※　樋口大洋（会津学鳳）は、県春季選抜の結果により予選免除とする。

A1位 （ ）



U16女子シングルス

3位決定戦

代表決定戦（※ただし④⑥⑦に初戦敗退の選手がいる場合は変更する）

※県大会出場は8名のため本戦で１勝した選手は確定、それ以外は代表決定戦を行う。

若　林　野乃花 (若松商)

①の敗者

⑤の敗者

②の敗者

③の敗者

①

④

⑤

②

③

⑥

⑦

1 大　関　美　悠 (若松商)

2 弓　田　　　爽 (葵)

3 木　田　結　子 (会津学鳳)

4

bye

5 大　島　　　憩 (若松六中)

6 関　口　春　花 (会津学鳳)

7 高　橋　彩　桜 (若松商)

8 柏　倉　春　奈 (葵)

9 花　泉　彩　奈 (ザベリオ)

10 皆　川　しづく (若松六中)

11 二　瓶　陽　菜 (若松商)


