
各県テニス協会

参加選手各位
　　　　　　　　　東北春季ジュニアテニス大会

期　　　　　　日

プラクティスコート（２８日） 青森県 秋田県 岩手県 山形県 福島県 宮城県

コート№ １・２・３ ６・７・８ ４・５・９ １１・１５・１６ １２・１３・１４ １０・１７・１８

９：００～９：２５

２８日　参加料納入時間 U１２ ９：４０～ U１４ ９：００～ U１６ １１：００～ U１８ １２：３０～

※受付は各種目の開始予定時間１０分前までに本部（クラブハウス内）で済ませて下さい。

　　　受付を済ませて下さい。ドローに補欠が載っていますが、出席義務はありません。

※日程を変更する場合は大会本部（オフィシャル・ボード）に掲示するので必ず確認して下さい。

※試合前の練習はサービス４本となります。

※本大会日程は天候等やむをえない事情により変更されることがあります。

※Ｕ－１４の上位２名、Ｕ－１２の上位２名には、全国選抜ジュニアテニス選手権大会の出場権を与えます。

※各種別の優勝・準優勝者には東北ジュニアテニス選手権大会の参加資格を与えます。

※１８才以下の上位４名には東北テニストーナメント（ヨネックスカップ）の本戦出場権を与えます。

※１６才以下の上位２名には東北テニストーナメント（ヨネックスカップ）の本戦出場権を与えます。

 　　大会 問い合わせ先 　　   ディレクター　菅原　宏之　　ＴＥＬ　０９０－８７８６－１７７７　　　   

※やむを得ない事由により欠席する場合はディレクターに連絡して下さい。

※試合方法はトーナメント方式で行います。

　　・本戦・予選共：８ゲームプロセット

　　・U-１４・U-１２以下単は、準々決勝より３タイブレークセットマッチとします。

※服装はテニスウェアーとします。

※試合球はスリクソン（ダンロップ）となります。

全種目 ２８日・２９日は前日発表

〔　注　意　事　項　〕

※試合はオーダー・オブ・プレーで進行します。（クラブハウス内）

※参加料は、受付とは別に受領します。各種目とも上記納入時間から本部に支払い下さい。

　　・補欠選手はドローに欠員が生じた場合に出場出来ます。補欠選手は各種目の予定時間の１０分前までに本部で

Ｕ－１２男子シングルス  １０：００～１Ｒ  　　９：３０～２R・ＱＦ
 ９：３０～ＳＦ・ＦＲ

　　  　　３位決定戦

Ｕ－１２女子シングルス  １０：３０～１Ｒ 　 １０：００～２R・ＱＦ
 ９：３０～ＳＦ・ＦＲ

　　  　　３位決定戦

Ｕ－１４男子シングルス  　９：３０～１Ｒ  　　９：３０～２R・ＱＦ
 ９：３０～ＳＦ・ＦＲ

　　  　　３位決定戦

Ｕ－１４女子シングルス  　９：３０～１Ｒ  　　９：３０～２R・ＱＦ
 ９：３０～ＳＦ・ＦＲ

　　  　　３位決定戦

Ｕ－１６男子シングルス  １１：３０～１Ｒ  　１０：００～２Ｒ・ＱＦ
 ９：３０～ＳＦ・ＦＲ

　　  　　３位決定戦

Ｕ－１６女子シングルス  １２：３０～１Ｒ  　１０：３０～２Ｒ・ＱＦ
 ９：３０～ＳＦ・ＦＲ

　　  　　３位決定戦

U－１８男子シングルス  １４：３０～１Ｒ  　１２：３０～２Ｒ・ＱＦ
 ９：３０～ＳＦ・ＦＲ

　　  　　３位決定戦

U－１８女子シングルス  １３：３０～１Ｒ  　１１：３０～２Ｒ・ＱＦ
 ９：３０～ＳＦ・ＦＲ

　　  　　３位決定戦

会　　　　　　場
泉総合運動場 泉総合運動場 泉総合運動場

砂入り人工芝 砂入り人工芝 砂入り人工芝

平成31年3月8日

　　　　　　ディレクター　　   菅原宏之　

第26回東北春季ジュニアテニス大会　―全国選抜予選大会（U-１４・U-１２）―

〔　大　会　日　程　〕
３月２８日（木） ３月２９（金） ３月３０日（土）
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所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 安積高 福島 小林 拓夢 [1]  

    

2 盛岡第一高等学校 岩手 八子 慎太朗   

     

3 日大山形高 山形 河野 莉大   

     

4 会津高 福島 齋藤 大生   

     

5 日大東北高 福島 渡部 陽介   

     

6 日大山形高 山形 髙木 雄汰   

     

7 横手清陵学院高 秋田 伊藤 大稀   

     

8 盛岡第四高等学校 岩手 立花 傑 [6]   

     

9 山形南高 山形 菊地 康晃 [4]   

     

10 仙台一高 宮城 三島 侑月   

     

11 秋田商業高 秋田 大宮 拓巳   

     

12 東北学院榴ヶ岡 宮城 宮地 柊弥   

     

13 安積高 福島 伊藤 渚   

     

14 秋田商業高 秋田 佐藤 優知   

     

15 盛岡第一高等学校 岩手 高橋 聖門   

     

16 東北学院高 宮城 後藤 亮太 [8]   

     

17 盛岡第一高等学校 岩手 橋本 大輔 [7]   

     

18 弘前東高等学校 青森 石澤 功志   

     

19 仙台一高 宮城 松枝 達生   

     

20 秋田商業高 秋田 五十嵐 駿介   

     

21 八戸工大二高 青森 溝口 遼河   

     

22 聖光学院高 福島 渡辺 拓人   

     

23 東北学院高 宮城 甲川 和紀   

     

24 山形県立南高等学校 山形 新野 敬士 [3]   

     

25 弘前高 青森 明本 和丸 [5]   

     

26 山形東高 山形 田村 翔   

     

27 岩手高等学校 岩手 和田 歩紀   

     

28 日大山形高 山形 高橋 滉太   

     

29 八戸工大二高 青森 千葉 栞太   

     

30 一関工業高 岩手 藤村 脩平   

     

31 弘前中央高 青森 町田 舜典   

     

32 岩手高等学校 岩手 畠山 知 [2]  
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1 聖和学園高校 宮城 松原 綾乃 [1]  

    

2 山形西高 山形 佐藤 光   

     

3 聖霊女子短期大付属高 秋田 吉田 杏実   

     

4 花巻北高等学校 岩手 菊池 虹   

     

5 磐城高 福島 種田 嘉子   

     

6 青森商高 青森 板橋 楓   

     

7 聖霊女子短期大付属高 秋田 高橋 佑奈   

     

8 山形東高 山形 奥山 えりか [7]   

     

9 聖和学園高校 宮城 鈴木 桃子 [4]   

     

10 五所川原高 青森 其田 凌佳   

     

11 盛岡第一高等学校 岩手 千田 彩華   

     

12 山形東高 山形 佐藤 和歌葉   

     

13 東陵高校 宮城 佐野 柚葵   

     

14 盛岡第一高等学校 岩手 鹿糠 歩佳   

     

15 秋田高 秋田 大関 祥佳   

     

16 弘前高 青森 横山 琳咲 [6]   

     

17 仙台育英高 宮城 大友 綺花 [5]   

     

18 盛岡第三高等学校 岩手 山根 里々花   

     

19 福島商高 福島 加藤 夕奈   

     

20 寒河江高 山形 菅原 愛詠   

     

21 泉パークTC 宮城 甲川 美和子   

     

22 日大山形高 山形 高柳 飛鳥   

     

23 日大東北高 福島 國分 日菜乃   

     

24 聖霊女子短期大付属高 秋田 伊藤 楓 [3]   

     

25 盛岡第三高等学校 岩手 髙橋 優実 [8]   

     

26 東陵高校 宮城 村上 綸香   

     

27 聖霊女子短期大付属高 秋田 鈴木 彩水   

     

28 磐城高 福島 吉野 理花   

     

29 弘前高 青森 新川 裕奈   

     

30 聖和学園高校 宮城 長田 蒼生   

     

31 日大東北高 福島 前沢 柚   

     

32 仙台育英高 宮城 鎌田 愛莉 [2]  

   

  



第26回 東北春季ジュニアテニス大会 兼 全国選抜ジュニアテニス選手権大会東北予選会

BS 16
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 ウイニングショット 宮城 菅谷 優作 [1]  

    

2 KJ-TENNIS ACADEMY 青森 小枝 咲大   

     

3 ファンキーＴＡ 秋田 伊藤 優志   

     

4 日大山形高校 山形 二ノ戸 亮徳   

     

5 山王ＴＣ 秋田 持石 祥平   

     

6 磐城高 福島 島村 泰登   

     

7 リベロSC 青森 北山 沢   

     

8 R-PROJECT 宮城 渡部 怜和成 [7]   

     

9 オレンジF 宮城 佐藤 隆矢 [3]   

     

10 ファインテニスアカデミー 岩手 岩崎 春希   

     

11 近江TC 山形 佐藤 青葉   

     

12 岩手高等学校 岩手 安久津 晋太   

     

13 ファインテニスアカデミー 岩手 成澤 恒太   

     

14 ア・パース 福島 志賀 夏緒   

     

15 磐城桜が丘高 福島 菅野 慧太朗   

     

16 ウイニングショット 宮城 齋藤 駿斗 [8]   

     

17 まつぞのスポーツクラブ 岩手 中村 右京 [5]   

     

18 ウイニングショット 宮城 根津 圭佑   

     

19 ファンキーＴＡ 秋田 原田 悠雅   

     

20 滝沢第二中学校 岩手 吉田 拓貴   

     

21 ACKTC 青森 虻川 健太郎   

     

22 岩手高 岩手 戸塚 聖晟   

     

23 いわきニュータウンＴＣ 福島 種田 嘉人   

     

24 ウイニングショット 宮城 長内 大也 [4]   

     

25 ファンキーＴＡ 秋田 野坂 迅 [6]   

     

26 イラコＴＣ山形 山形 遠藤 大空   

     

27 会津学鳳高 福島 樋口 大洋   

     

28 近江ＴＣ 山形 阿部 壱冴   

     

29 秋田アスレティッククラブ 秋田 虻川 優太   

     

30 青森JTAC 青森 葛西 壮太朗   

     

31 ＢＴＡ 山形 木内 洋貴   

     

32 泉パークTC 宮城 佐藤 駿弥 [2]  
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1 桜の聖母高 福島 佐久間 向日葵 [1]  

    

2 紫波ウイング 岩手 平沼 実歩   

     

3 ファンキーＴＡ 秋田 櫻田 知奈   

     

4 クレイルＴＡ 岩手 佐久間 柚希   

     

5 エムズTP 宮城 小鴨 愛可   

     

6 K.J.T.C 福島 名子 鈴花   

     

7 十和田グリーンＪｒ 青森 天羽 星莉   

     

8 ウイニングショット 宮城 藤田 琴里 [8]   

     

9 クレイルＴＡ 岩手 吉田 梨真 [4]   

     

10 近江ＴＣ 山形 大場 玲花   

     

11 ア・パース 福島 大友 桜   

     

12 ファインテニスアカデミー 岩手 山口 舞   

     

13 青森商高 青森 佐藤 桃香   

     

14 エムズTP 宮城 髙橋 唯   

     

15 ＴＴＪ 山形 渡邊 花   

     

16 ウイニングショット 宮城 下原 茉莉佳 [5]   

     

17 山清テニスクラブ 岩手 紺野 木葉 [7]   

     

18 FTTC橘Jr. 福島 横田 碧衣   

     

19 ウイニングショット 宮城 西山 理心   

     

20 いわきニュータウンＴＣ 福島 松本 可菜   

     

21 ラブインドアＴＣ 岩手 小寺 杏菜   

     

22 酒田ジュニアTC 山形 小野寺 涼   

     

23 明桜高 秋田 飛鳥 光咲   

     

24 ウイニングショット 宮城 城 碧海 [3]   

     

25 ＧＡＳＣ　ＴＴ 福島 小形 寧音 [6]   

     

26 ウイニングショット 宮城 橋野 優樹   

     

27 MoreTennis 宮城 三浦 奈々   

     

28 八戸シーガル 青森 番沢 伊吹   

     

29 石川義塾中 福島 佐々木 啓   

     

30 米沢YY 山形 大浦 明日香   

     

31 八戸シーガル 青森 舘坂 咲希   

     

32 寒河江高 山形 石澤 真衣子 [2]  
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1 ウイニングショット 宮城 小堤 康太郎 [1]  

    

2 ファンキーＴＡ 秋田 渡部 圭翔   

     

3 ファインテニスアカデミー 岩手 渡辺 瑛大   

     

4 ウイニングショット 宮城 五十嵐 昊也   

     

5 リベロSC 青森 横山 周旺   

     

6 ＢＴＡ 山形 國井 太貴   

     

7 More-Tennis 福島 根本 渚生   

     

8 ウイニングショット 宮城 城 義弥 [8]   

     

9 フジサワテニスクラブ 岩手 森岩 新 [3]   

     

10 ACKTC 青森 成田 耕平   

     

11 KJ-TENNIS ACADEMY 青森 中田 龍汰郎   

     

12 ウイニングショット 宮城 駒田 智大   

     

13 東根テニス塾 山形 冨樫 琢磨   

     

14 奥州ジュニアテニススポーツ少年団 岩手 大山 智行   

     

15 イラコＴＣ山形 山形 小川 郁哉   

     

16 泉パークTC 宮城 佐藤 颯基 [6]   

     

17 リベロSC 青森 三浦 陽 [5]   

     

18 ＩＴＳベルズ 山形 大内 大雅   

     

19 ファンキーＴＡ 秋田 野坂 条   

     

20 モリオカロイヤルＴ．Ｃ 岩手 長谷川 司   

     

21 KJ-TENNIS ACADEMY 青森 古川 瑛士   

     

22 ア・パース 福島 篠原 健介   

     

23 近江ＴＣ 山形 河野 真大   

     

24 ウイニングショット 宮城 五十嵐 涼太 [4]   

     

25 ア・パース 福島 島村 晃登 [7]   

     

26 R-PROJECT 宮城 三島 朋之   

     

27 秋田アスレティッククラブ 秋田 宮越 海成   

     

28 MoreTennis 宮城 三浦 怜央   

     

29 秋田アスレティッククラブ 秋田 大山 智也   

     

30 ルネサンス棚倉 福島 宮武 魁   

     

31 いわきローンＴＣ 福島 原田 佑真   

     

32 岩手中学校 岩手 小原 凜太朗 [2]  
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1 R-PROJECT 宮城 千葉 瑠子 [1]  

    

2 中山ローンＴＣ 山形 佐藤 瑠菜   

     

3 ＧＡＳＣ　ＴＴ 福島 佐藤 優   

     

4 青森JTAC 青森 石田 惺子   

     

5 八戸ロイヤルＴＣ 青森 夏坂 海夕愛   

     

6 ファンキーＴＡ 秋田 佐々木 実夕   

     

7 TJC 山形 柴崎 未奈   

     

8 ウイニングショット 宮城 武田 祐乃 [6]   

     

9 ＩＴＳベルズ 山形 石澤 萌々子 [4]   

     

10 山清テニスクラブ 岩手 八重樫 瑠子   

     

11 FTTC橘Jr. 福島 阿部 みちる   

     

12 秋田アスレティッククラブ 秋田 伊藤 希紗   

     

13 R-PROJECT 宮城 小堀 歩乃佳   

     

14 フジサワテニスクラブ 岩手 佐々木 怜   

     

15 奥州ジュニアテニススポーツ少年団 岩手 京野 ほの花   

     

16 ウイニングショット 宮城 佐藤 美月 [5]   

     

17 ウイニングショット 宮城 夜野 光莉 [8]   

     

18 フジサワテニスクラブ 岩手 藤澤 胡々菜   

     

19 Ｆ・tennis 福島 鳴海 春佳   

     

20 エムズTP 宮城 松本 爽那   

     

21 青森ＪＴＡＣ 青森 本田 和奏   

     

22 中山ローンＴＣ 山形 大津 奈南   

     

23 中山ローンＴＣ 山形 佐藤 一花   

     

24 ア・パース 福島 志賀 亜希奈 [3]   

     

25 TOY'S Tennis Lab 岩手 成谷 優芽 [7]   

     

26 ファンキーＴＡ 秋田 泉 穂乃花   

     

27 FTTC橘Jr. 福島 横田 結衣   

     

28 エムズTP 宮城 佐藤 ひかり   

     

29 ACKTC 青森 小島 莉子   

     

30 R-PROJECT 宮城 大山 藍   

     

31 山王ＴＣ 秋田 佐藤 来海   

     

32 プラスワン 山形 阿部 咲楽 [2]  
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所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 R-PROJECT 宮城 田畑 遼 [1]  

    

2 イラコＴＣ山形 山形 朝倉　丈   

     

3 ウイニングショット 宮城 川田 奏太朗   

     

4 秋田アスレティッククラブ 秋田 石野 湧志   

     

5 R-PROJECT 宮城 鈴木 春人   

     

6 フジサワテニスクラブ 岩手 森岩 岳琉   

     

7 ACKTC 青森 津川 凌大   

     

8 まつぞのスポーツクラブ 岩手 畠山 侑 [5]   

     

9 ウイニングショット 宮城 石川 楓 [3]   

     

10 ア・パース 福島 福嶋 結志   

     

11 青森ＪＴＡＣ 青森 石田 恭啓   

     

12 TOY'S Tennis Lab 岩手 中村 匡尚   

     

13 ウイニングショット 宮城 駒田 大地   

     

14 ア・パース 福島 山田 和輝   

     

15 ユートピアテニスアカデミー 秋田 五十嵐 海惺   

     

16 ア・パース 福島 櫛田 翼 [7]   

     

17 八戸ロイヤルTC 青森 大場 祐悟 [6]   

     

18 ＩＴＳベルズ 山形 伊藤 啓太   

     

19 ＧＡＳＣ　ＴＴ 福島 菅野 翔希   

     

20 KJ-TA 青森 伴 駿斗   

     

21 TOY'S Tennis Lab 岩手 梅邑 和也   

     

22 ストラットＪＴＣ 山形 松井　郁貴   

     

23 ウイニングショット 宮城 今井 勇貴   

     

24 近江TC 山形 阿部 陽来 [4]   

     

25 秋田アスレティッククラブ 秋田 大泉 恒 [8]   

     

26 TOY'S Tennis Lab 岩手 外舘 敦啓   

     

27 秋田アスレティッククラブ 秋田 三浦 瑛太   

     

28 ＧＡＳＣ　ＴＴ 福島 高野 洸平   

     

29 ＩＴＳベルズ 山形 大沼 來瑠   

     

30 ファンキーＴＡ 秋田 石川 悠史   

     

31 リベロSC 青森 松宮 颯仁   

     

32 ウイニングショット 宮城 小堤 慶太 [2]  
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1 ウイニングショット 宮城 鈴木 梨愛 [1]  

    

2 ITSベルズ 山形 大内 葵   

     

3 昭和ジュニアＴＣ 秋田 小池 叶桜   

     

4 TOY'S Tennis Lab 岩手 成谷 優夏   

     

5 ウイニングショット 宮城 野口 妃与里   

     

6 いわきニュータウンＴＣ 福島 石井 颯   

     

7 TTJ 山形 渡邊 なな   

     

8 秋田アスレティッククラブ 秋田 那波 碧彩 [8]   

     

9 R-PROJECT 宮城 早坂 来麗愛 [3]   

     

10 ラブインドアＴＣ 岩手 川村 真央   

     

11 エムズTP 宮城 髙橋 芽衣   

     

12 リベロSC 青森 渋谷 月姫   

     

13 エムズTP 宮城 伊藤 理乃   

     

14 いわきニュータウンＴＣ 福島 鈴木 心彩   

     

15 ACKTC 青森 小島 寧々   

     

16 ファンキーＴＡ 秋田 佐藤 優愛 [5]   

     

17 イラコＴＣ山形 山形 原田 えりな [7]   

     

18 KJ-TA 青森 熊谷 奈々花   

     

19 いわきニュータウンＴＣ 福島 石井 昊   

     

20 ファンキーＴＡ 秋田 泉 桃花   

     

21 TOY'S Tennis Lab 岩手 土樋 燕   

     

22 ITSベルズ 山形 小林 由來   

     

23 ＧＡＳＣ　ＴＴ 福島 高橋 侑里   

     

24 R-PROJECT 宮城 下杉 海寧 [4]   

     

25 リベロSC 青森 今井 未海 [6]   

     

26 FTTC橘Jr. 福島 久能 瑠奈   

     

27 ITSベルズ 山形 今野 愛鈴   

     

28 リトルサンテニスクラブ 岩手 内城 佳子   

     

29 KJ-TA 青森 三上 椎加   

     

30 ウイニングショット 宮城 長内 菜々美   

     

31 秋田アスレティッククラブ 秋田 進藤 桃花   

     

32 ウイニングショット 宮城 雪谷 麻紗 [2]  

   

  


