
第 25 回東北秋季ジュニアテニス選手権大会   連絡事項 
 
・大会受付  ８月２５日（土） ８時４０分から９時１０分の間にクラブハウス内の本部

にて受付を行ってください。受付は選手本人が行ってください。また、リーグ
戦のドロー抽選も行います。 

 
・練習コート 練習は８時から９時１５分までとします。選手は必ず、練習の合間に受付を

行ってください。コート利用については各県で調整をお願いします。 
       ＜割り当てコート＞  ※（ ）内は参加選手数 
         青森県 １番・２番コート（9 名） 
         山形県 ３番・４番・5 番半面コート（10 名） 
         福島県 5 番半面・６番・７番コート（10 名） 
         岩手県 ８番・９番・１０番コート（12 名） 

秋田県 １１番・１２番コート（8 名） 
宮城県 １３番・１４番･１５番・１６番コート（15 名） 

           
・試合日程  ８月２５日（土） 

 予選リーグ（１セットマッチ） 
本選（８ゲームマッチ）１回戦 
（１位・２位と３位・４位グループトーナメント） 

       ８月２６日（日） 
 本選（１位・２位と３位・４位グループトーナメント）・順位決定戦 
 コンソレーション（１セットマッチ・１位・２位と３位・４位グループ） 

       天候・進行等により変更がある場合があります。オフィシャルボードでご確
認ください。 

 
・会場    岩手県一関市の一関市運動公園テニスコート（０１９１－２１－２１３７） 

 ホームページでご確認ください。 
http://www.ichinoseki-sports.or.jp/shisetsu/ichinoseki/tennis.html  
 

・その他   大変ご迷惑をおかけしますが、25 日（土）の宿泊が一関市での他のイベン
のため予約が難しい状況です。宿泊のご相談は、東部トップツアーズ（株）岸 
明夫様（080-2195-1831）、または、東武トップツアーズ（株）盛岡支店（019
－651-8800）にお願いします。 

       名前等の誤記がありましたら、８/１６日までに岩手県テニス協会までファ
ックスでお知らせください。FAX 019-646-7780 

・問合せ先 レフェリー 浅沼道成 090-8923－9816 michiasa@hotmail.co.jp 

http://www.ichinoseki-sports.or.jp/shisetsu/ichinoseki/tennis.html
mailto:michiasa@hotmail.co.jp


２０１８　RSK　選手リスト　男子 8/10

県名 シード 所属団体

1 青森 5 三浦 陽 ミウラ ハル リベロSC

2 青森 中田 龍汰郎 ナカダ リュウタロウ KJ-TENNIS ACADEMY

3 青森 成田 耕平 ナリタ コウヘイ ACK TC

4 青森 佐々木 爽一郎 ササキ ソウイチロウ 青森JTAC

5 青森 横山 周旺 ヨコヤマ シオン リベロSC

6 秋田 野坂 条 ノザカ ジョウ ﾌｧﾝｷｰTA

7 秋田 宮越 海成 ミヤコシ カイセイ 秋田ｱｽﾚﾃｨｯｸｸﾗﾌﾞ

8 秋田 渡部 圭翔 ワタナベ ケイト ﾌｧﾝｷｰTA

9 秋田 大山 智也 オオヤマ トモヤ 秋田ｱｽﾚﾃｨｯｸｸﾗﾌﾞ

10 岩手 2 森岩 新 モリイワ アラタ フジサワテニスクラブ

11 岩手 3 小原 凜太朗 オバラ リンタロウ 岩手中学校

12 岩手 6 金 桜汰 キン オウタ 岩手中学校

13 岩手 柴田 隼佑 シバタ ハヤト 岩手中学校

14 岩手 戸塚 唯礼 トヅカ ユラ 岩手中学校

15 岩手 渡辺 瑛大 ワタナベ アキヒロ ファインテニスアカデミー

16 岩手 長谷川 司 ハセガワ ツカサ モリオカロイヤルＴ．Ｃ

17 宮城 4 五十嵐 涼太 イガラシ リョウタ ウイニングショット

18 宮城 1 小堤 康太郎 コツヅミ コウタロウ ウイニングショット

19 宮城 城 義弥 シロ ヨシヤ ウイニングショット

20 宮城 8 佐藤 颯基 サトウ タツキ 泉パークタウンTC

21 宮城 長井 創 ナガイ ソウ ニューフロンティアTC

22 宮城 三浦 怜央 ミウラ レオ More-Tennis

23 宮城 小堤 慶太 コツヅミ ケイタ ウイニングショット

24 山形 國井 太貴 クニイ タイキ BTA

25 山形 小川 郁哉 オガワ フミヤ イラコＴＣ山形

26 山形 池野 匠 イケノ タクミ 近江テニスクラブ

27 山形 阿部 陽来 アベ ハルキ 近江TC

28 福島 7 島村 晃登 シマムラ　 アキト ｱ･ﾊﾟｰｽTC

29 福島 篠原 健介 シノハラ　 ケンスケ ｱ･ﾊﾟｰｽTC

30 福島 根本 渚生 ネモト　 ショウ Mｏｒｅ-Ｔennis

31 福島 宮武 魁 ミヤタケ カイ ﾙﾈｻﾝｽ棚倉

32 福島 根本 陽生 ネモト　 ヨウセイ Mｏｒｅ-Tennis

補欠 宮城 三島 朋之 ミシマ トモユキ Ｒ-ＰＲＯＪＥＣＴ

福島 緑川 瑛隼 ミドリカワ エイシュン GASC TT

宮城 田畑 遼 タバタ リョウ Ｒ-ＰＲＯＪＥＣＴ

氏名 フリガナ



２０１８　RSK　選手リスト　女子 8/10

県名 シード 所属団体

1 青森 石田 惺子 イシダ セイコ 青森JTAC

2 青森 夏坂 海夕愛 ナツサカ アユナ 八戸ロイヤルTC

3 青森 本田 和奏 ホンダ ワカナ 青森JTAC

4 青森 及川 心絆 オイカワ コナ リベロSC

5 秋田 佐々木 実夕 ササキ ミユ ﾌｧﾝｷｰTA

6 秋田 泉 穂乃花 イズミ ホノカ ﾌｧﾝｷｰTA

7 秋田 佐藤 優愛 サトウ ユア ﾌｧﾝｷｰTA

8 秋田 伊藤 希紗 イトウ キサラ 秋田ｱｽﾚﾃｨｯｸｸﾗﾌﾞ

9 岩手 成谷 優芽 ナリヤ ユメ TOY'S Tennis Lab

10 岩手 京野 ほの花 キョウノ ホノカ 奥州ジュニアテニススポーツ少年団

11 岩手 平沼 実歩 ヒラヌマ ミホ 紫波ウイング

12 岩手 6 本間 遥 ホンマ ハルカ クレイルＴＡ

13 岩手 藤澤 胡々菜 フジサワ ココナ フジサワテニスクラブ

14 宮城 1 千葉 瑠子 チバ リコ Ｒ-ＰＲＯＪＥＣＴ

15 宮城 7 佐藤 美月 サトウ ミツキ ウイニングショット

16 宮城 4 武田 祐乃 タケダ ユウノ ウイニングショット

17 宮城 松本 爽那 マツモト サヤナ エムズＴＰ

18 宮城 小堀 歩乃佳 コボリ ホノカ Ｒ-ＰＲＯＪＥＣＴ

19 宮城 夜野 光莉 ヨノ ヒカリ ウイニングショット

20 宮城 8 鈴木 梨愛 スズキ リア ウイニングショット

21 宮城 佐藤 ひかり サトウ ヒカリ エムズＴＰ

22 山形 5 石澤 萌々子 イシザワ モモコ ITSベルズ

23 山形 2 阿部 咲楽 アベ サクラ プラスワン

24 山形 大津 奈南 オオツ ナナ 中山ローンTC

25 山形 佐藤 瑠菜 サトウ ルナ 中山ローンＴＣ

26 山形 阿部 由依菜 アベ ユイナ 近江ＴＣ

27 山形 柴崎 未奈 シバサキ ミナ ＴＪＣ

28 福島 3 志賀 亜希奈 シガ　 アキナ ｱ･ﾊﾟｰｽTC

29 福島 佐藤 優 サトウ ユウ GASC TT

30 福島 中澤 楓 ナカザワ カエデ GASC TT

31 福島 森 杏那 モリ アンナ 郡山五中

32 福島 込山 晃子 コミヤマ アキコ いわきﾛｰﾝTC

補欠 岩手 川村 真央 カワムラ マオ ラブインドアＴＣ

福島 鳴海 春佳 ナルミ ハルカ F･tennis

宮城 友納 萌香 トモノウ モエカ ＮＦＴＣ

氏名 フリガナ


