
【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．試合前のウォームアップ  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２０１７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。 



【スケジュール】 

８：００ 受付 

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 

１．会長挨拶  会津テニス協会会長 高谷 雄三 

２.主催者挨拶  丸善商事株式会社  代表取締役 武藤 公一 

ゼビオホールディングス株式会社  

代表取締役社長 諸橋 友良 

３．協賛社紹介 

４．チャリテイ基金贈呈式 

骨髄バンク推進連絡協議会会津支部 

県しょう害者スポーツ指導者協議会会津支部 

５.競技上の注意 

６．選手宣誓    

７.各種連絡及び注意事項 

 

９：２０ 試合開始 

オーダー・オブプレーに従って進行いたします。 

 

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 

 

１６：３０頃（試合終了後） 

     閉会式＆表彰式 

 

 

 

 



No 氏名 所属 1R 2R 3R 4R QF SF F
渋谷　洋太郎 会津RB
脇　惇也 フリー
久家　颯太 若松商業高校
平塚　喜幸 若松商業高校

佐藤　綾真 JA会津よつば
星　一輝 JA会津よつば
遠藤　新 会津工業高校
井上　翔 会津工業高校

只浦　修治 フリー
佐瀬　文博 フリー
木島　寛 てにす友の会
浦部　晶彦 県庁テニス部
岩田　拓深 会津RB
岸　明弘 会津RB
湯浅　弘英 湯川ファイナル
遠藤　正一 湯川ファイナル

冨田　裕樹 cresc.
遠藤　優一 cresc.
三留 淳之介 会津RB
長谷川　康成 てにす友の会
佐治　裕紀 会津学鳳高校
二瓶　耀心 会津学鳳高校

金子　達也 チャンエルTC
二瓶　和俊 チャンエルTC
田中　淳 フリー
武者　山人 フリー
石川　拓磨 ササキTC
浦井　大地 Thums up
山口　時哉 会津学鳳高校
室井　大輔 会津学鳳高校

野澤　佳功 勤青
野澤　学志 勤青
青戸　充司 フリー
紺野　哲也 フリー
鈴木　明大 ルバートTC
辻　善文 フリー
柴野　日祐 葵高校
柴野　伸之 フリー
横田　知明 会津RB
Kenneth James Abad 会津RB
五十嵐　佑哉 ササキTC
渡辺　賢一朗 水原TC
齋藤　大生 会津高校
玄永　明日真 会津高校
小林　雄太 会津RB
山口　健太 会津RB
荒井　嵩哉 若松商業高校
高橋　龍正 若松商業高校

古川　恵一 てにす友の会
佐治　泰 てにす友の会
大友　保治 会津RB
鳴海　英樹 福島市役所TC

新田　凌大 葵高校
齋藤　冬真 葵高校
佐野　博斗 若松商業高校
安部　直輝 若松商業高校

池田　久幸 ルバートTC
木村　一美 ルバートTC
池田　剛希 赤べこjr
渡部　陽介 赤べこjr
山口　英樹 南会津テニスクラブ

浦井　高広 アミューズ
竹村　祐哉 フリー
長谷川　諒 会津RB
高山　悠平 リオン・ドールコーポレーション

樋口　諒 荏原湘南スポーツセンター
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阿部　圭晃 Thums up
渡邉　健太郎 Thums up
大島　綾斗 若松商業高校
渡部　真希 若松商業高校

大竹　悠哉 アミューズ
二瓶　智成 アミューズ
坂内　俊介 赤べこTC
加藤　智光 会津RB
菊池　克文 矢吹TC
小山　幸治 ラブTC
市村　佳隆 ムーンボール
岡田　隆靖 ムーンボール
入江　伸弥 勤青
渡部　佳孝 勤青
夏井　皓平 NEST
新井田　和也 フリー
室井　亮 NOBU
立花　佑太 フリー
渋川　雅史 ザべリオ学園高校

山下　諒 ザべリオ学園高校

安部　一哉 てにす友の会
川井　憲雄 てにす友の会
佐藤　有基 福島大学
芳賀　歩 会津RB
穴澤　良平 丸善商事
二瓶　俊昭 ルバートTC
木村　和真 福島テニスクラブ

小野寺　孝友 福島テニスクラブ

鈴木　良汰 若松商業高校
佐藤　朋希 若松商業高校

牧野　良貴 cresc.
中山　慶 cresc.
正木　仁朗 会津RB
湯田　駿也 会津RB
阿部　光太郎 会津学鳳高校
大溝　颯輝 会津学鳳高校

前田　恭男 にれの木台
松村　真治 グリン②
山口　英朗 会津高校OB
長原　賢一 会津高校OB
鈴木　智徳 クロスロード
高柳　剛 ICTC
西妻　貴明 会津大学
山野　拓 会津大学
小川　栄太郎 JA会津よつば
星　昌克 JA会津よつば
竹野　弘規 丸善商事
竹野　海斗 丸善商事
渡部　恵毅 スペース
高橋　直己 富士通TC
神村　龍飛 会津工業高校
佐藤　晃輔 若松商業高校

津瀧　一実 湯川ファイナル
佐々木　良典 湯川ファイナル

岩渕　甲斐 若松商業高校
五ノ井　洋介 若松商業高校

秦　大輔 てにす友の会
久家　教彰　 会津RB
永峯　康生 会津大学
伊藤　祐希 会津大学
鵜川　幸司 勤青
金田　拓也 勤青
五十嵐　健太 葵高校
渡部　瑠 葵高校
佐々木　次方 ジャンボインドアテニス

尾身　康廣 cresc.
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№ 氏　　名 所　　属 1R QF SF F

斎藤　智子 さわやか
竹野　礼子 丸善商事

岩崎　春華 会津学鳳高校
古川　結衣奈 会津学鳳高校

鈴木　舞耶 ザべリオ学園高校
遠藤　瀬奈 ザべリオ学園高校

伏見　祐希 pG
松本　千智 pG

新田　知世 会津ローン
高橋　聖花 会津ローン

宮田　冴佳 リーブル
金室　亜希 リーブル

大橋　幸江 会津大学
大竹　菜々子 会津大学

高木　加代子 ルネサンス
五十嵐　美穂 富田TC

山浦　雅美 フリー
橘内　悠 フリー

室井　志織莉 葵高校
中川　陽菜 葵高校

佐藤　郁江 勤青
佐野　礼子 勤青

佐藤　由布子 リーブル
菊地　未来 北芝TC

高野　光恵 さあくる
池田　真紀 ルバートTC

江川　亜美 会津学鳳高校
池上　真生 会津学鳳高校

渡部　菜穂子 葵高校
島崎　満美子 葵高校

小林　愛子 Thums up
加藤　沙苗 水原TC
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№ 氏　　名 所　　属 1R 2R QF SF F

菊地　利晴 RTO
野網　武 RTO

土屋　拓海 会津学鳳高校
増子　大貴 会津学鳳高校

五十嵐　健太 勤青
渡部　拓也 勤青

紺野　愛貴 会津学鳳高校
三留　海 会津学鳳高校

瀬尾　優剛 会津高校
鈴木　廉 会津高校

鈴木　雄馬 若松商業高校
林出　有史 若松商業高校

平野　嘉向 会津高校
齋藤　圭一朗 会津高校

山田　楓翔 葵高校
米畑　響 葵高校

佐藤　優介 赤べこジュニア
佐藤　大波 会津リトルジュニア

高原　聖良 会津高校
鈴木　博登 会津高校

武田　琢磨 筋肉テニス倶楽部
塚越　隆 筋肉テニス倶楽部

星　勝太 葵高校
長谷川　愛斗 葵高校

海和　大地 会津リトルJr
大友　一真 会津リトルJr

公家　悠希 若松商業高校
坂内　らく 若松商業高校

五ノ井　岳弘 会津高校
長谷川　拓巳 会津高校

新田　和哉 会津学鳳高校
馬場　宏紀 会津学鳳高校

馬場　洪平 会津高校
角田　清剛 会津高校

菅家　勇太 若松商業高校
佐治　泰向 若松商業高校

野口　笙 会津高校
坂内　遥人 会津高校

中村　哲也 白露TC
渡部　淳 白露TC
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№ 氏　　名 所　　属 1R 2R QF SF F

福島　里菜 福島大学
福島　海凛 若松五中

大竹　亜実 会津学鳳高校
荒川　美咲 会津学鳳高校

神　結花 葵高校
渡部　瑠菜 葵高校

平塚　紀佳 若松商業高校
星　結衣 若松商業高校

佐藤　知紗希 若松六中
皆川　華子 若松六中

福島　久美子 SC・AMI
佐竹　恵子 SC・AMI

樋野　愛花 若松商業高校
遠藤　安未 若松商業高校

平野　木立 葵高校
福地　芽生 葵高校

海和　はな 若松六中
大島　憩 若松六中

鈴木　麻央 会津高校
林　未彩都 会津高校

bye

太田　純子 RTO
佐藤　紗季 RTO

斎藤　菜緒 FTTC橘Jr
竹野　千里子 丸善商事

数本　彩音 会津学鳳高校
鈴木　芽衣 会津学鳳高校

佐藤　唯羽 若松六中
皆川　しづく 若松六中

安藤　凛菜 若松商業高校
渡邊　ほのか 若松商業高校

山口　生葵 会津高校
横田あすか 会津高校

三津間　日菜 葵高校
石田　笙子 葵高校

二瓶　陽菜 若松六中
岩澤　歩美 若松六中

五十嵐　佑花子 会津高校
加藤　優花 会津高校

松村　公恵 グリン②
岡田　尚子 ムーンボール

鈴木　花梨 会津高校
新沼　優花 若松商業高校

大村　海空 葵高校
田中　琉々夏 葵高校

鳴海　柚香 F・tennis
鳴海　春佳 F・tennis
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