
1 鈴木　明大 ルバートT.C 30 井上　翔 会津工業高校 1 川井　憲雄 てにす友の会

2 畑　俊啓 ルバートT.C 31 棚木　武彦 会津高校 2 渡部　透 てにす友の会

3 二瓶　俊昭 ルバートT.C 32 野口　笙 会津高校 3 一ノ坪久蔵 てにす友の会

4 粟野　大介 ルバートT.C 33 馬場　洪平 会津高校 4 寺田　功一 てにす友の会

5 池田　佳史 ルバートT.C 34 能勢　航羽 会津高校 5 市村　佳隆 ムーンボール

6 斎藤　駿 ルバートT.C 35 須賀　了摩 会津高校 6 原　洋一 ムーンボール

7 入江　伸弥 若松勤青TC 36 武藤　翼 会津高校

8 野沢　佳功 若松勤青TC 37 鈴木　博登 会津高校

9 野沢　学志 若松勤青TC 38 齋藤　圭一朗 会津高校 1 数本　彩音 会津学鳳高校

10 齋藤　亮 若松勤青TC 39 平野　嘉向 会津高校 2 荒川　美咲 会津学鳳高校

11 横田　知明 会津RB 40 高原　聖良 会津高校 3 鈴木　芽以 会津学鳳高校

12 湯田　駿也 会津RB 41 安部　心裕 会津学鳳高校 4 関口　春花 会津学鳳高校

13 大友　保治 会津RB 42 山浦　武琉 会津学鳳高校 5 海和　はな 若松六中

14 大友　一真 会津RB 43 三留　海 会津学鳳高校 6 石橋　汐姫 若松六中

15 遠藤　新 会津RB 44 山口　時哉 会津学鳳高校 7 五十嵐 佑花子 会津高校

16 狩野　大和 会津RB 45 紺野　愛貴 会津学鳳高校 8 山口　生葵 会津高校

17 穴澤　良平 会津RB 46 新田　和哉 会津学鳳高校 9 皆川　笑香 会津高校

18 竹野　弘規 丸善商事 47 馬場　宏紀 会津学鳳高校 10 加藤　優衣 会津高校

19 佐治　泰 てにす友の会 48 増子　大貴 会津学鳳高校 11 高橋　ひとみ ルバートT.C

20 渡部　圭 てにす友の会 49 芟花　瞭介 会津学鳳高校 12 平野　木立 葵高校

21 古川　恵一 てにす友の会 50 佐治　裕紀 会津学鳳高校 13 田中　琉々夏 葵高校

22 松沢　芳夫 富士通TC 51 土屋　拓海 会津学鳳高校

23 井上　宏仁 Space 52 二瓶　耀心 会津学鳳高校

24 内沼　裕輔 BBC 53 折笠　大 会津学鳳高校

25 渡邉　裕之 フリー 54 成田　智哉 会津学鳳高校

26 柴野　日祐 葵高校 55 丸山　陽輝 会津学鳳高校

27 佐藤　優介 赤べこジュニア 56 上田　裕真 会津学鳳高校

28 佐藤　大波 会津リトルジュニア 57 高橋　直己 富士通TC

29 樋口　大洋 会津学鳳高校 58 柴野　伸之 富士通TC

不成立　男子35歳以上、45歳以上、女子40歳以上

星野杯　エントリーリスト

一般男子シングルス 55歳以上男子シングルス

一般女子シングルス



第３３回 星野俊一杯 全会津シングルス選手権大会 連絡事項 

 

 

 

１． 受 付 ８：００ ～ ８：３０ （参加料を添えて） 

 

 

２．練習時間 ８：１０ ～ ８：５０  

※ 練習コートのネットの設営の協力をお願いいたします。 

 

 

３．試合開始 ９：００ オーダーオブプレイによる  

 

 

４．参 加 料 成年 ２，０００円 高校生１，５００円 ジュニア１，０００円 

 

 

５．仮ドローについて 

 H30 年会津総体、平成 29年星野杯、平成 30年高体連大会の大会成績をもとにシー 

ド順を決定し作成しました。 

 

６．注意事項 

受付、参加料についても、クラブ単位、学校単位などでまとめて納入して いただけ 

ると助かりますのでご協力ください。 

 

 

 

 

 大会レフェリー 太田 陽 



一般男子シングルス
№ 氏　　　名 所　　　属 シード 1R 2R 3R QF SF F SF QF 3R 2R 1R シード

②

③

④

63 bye

64 湯田　駿也 会津RB

61 鈴木　博登 会津高校

62 内沼　裕輔 BBC

59 折笠　大 会津学鳳高校

60 畑　俊啓 ルバートT.C

57 高原　聖良 会津高校

58 渡邉　裕之 フリー

55 馬場　宏紀 会津学鳳高校

56 池田　佳史 ルバートT.C

53 野沢　佳功 若松勤青TC

54 山浦　武琉 会津学鳳高校

51 粟野　大介 ルバートT.C

52 丸山　陽輝 会津学鳳高校

49 竹野　弘規 丸善商事

50 武藤　翼 会津高校

47 bye

48 柴野　日祐 葵高校

45 松沢　芳夫 富士通TC

46 齋藤　圭一朗 会津高校

43 齋藤　亮 若松勤青TC

44 井上　翔 会津工業高校

41 大友　保治 会津RB

42 二瓶　耀心 会津学鳳高校

39 増子　大貴 会津学鳳高校

40 佐治　泰 てにす友の会

37 山口　時哉 会津学鳳高校

38 佐藤　優介 赤べこジュニア

35 佐藤　大波 会津リトルジュニア

36 棚木　武彦 会津高校

33 穴澤　良平 会津RB

34 bye

31 bye

27 三留　海 会津学鳳高校

28 柴野　伸之 富士通TC

25 古川　恵一 てにす友の会

26 上田　裕真 会津学鳳高校

23

32 二瓶　俊昭 ルバートT.C

29 紺野　愛貴 会津学鳳高校

30 大友　一真 会津RB

土屋　拓海 会津学鳳高校

24 井上　宏仁 Space

21 遠藤　新 会津RB

22 平野　嘉向 会津高校

19 新田　和哉 会津学鳳高校

20 狩野　大和 会津RB

17 樋口　大洋 会津学鳳高校

18 bye

15 成田　智哉 会津学鳳高校

16 斎藤　駿 ルバートT.C

13 渡部　圭 てにす友の会

14 芟花　瞭介 会津学鳳高校

11 馬場　洪平 会津高校

12 横田　知明 会津RB

9 佐治　裕紀 会津学鳳高校

10 能勢　航羽 会津高校

7 野口　笙 会津高校

8 高橋　直己 富士通TC

6 安部　心裕 会津学鳳高校

3 須賀　了摩 会津高校

4 入江　伸弥 若松勤青TC

1 鈴木　明大 鈴木　明大 ①

2 bye

5 野沢　学志 若松勤青TC



NO 選手名 所属 シード

1 数本　彩音 会津学鳳高校 ①

2 bye

3 皆川　笑香 会津高校

4 石橋　汐姫 若松六中

5 鈴木　芽衣 会津学鳳高校

6 平野　木立 葵高校

7 関口　春花 会津学鳳高校

8 五十嵐 佑花子 会津高校

9 荒川　美咲 会津学鳳高校

10 bye

16 高橋　ひとみ ルバートT.C ②

田中　琉々夏 葵高校

12 山口　生葵 会津高校

一般女子シングルス

15 bye

13 加藤　優衣 会津高校

14

11 海和　はな 若松六中



55歳以上男子シングルス
＜Aブロック＞

選手 所属 1 2 3 勝敗 取得率 順位

1 渡部　　透 (てにす友の会)

2 市村　佳隆 (ムーンボール)

3 寺田　功一 (てにす友の会)

試合順序　　１－２　　２－３　１－３

＜Bブロック＞

選手 所属 1 2 3 勝敗 取得率 順位

1 一ノ坪久蔵 (てにす友の会)

2 原　洋一 (ムーンボール)

3 川井　憲雄 (てにす友の会)

試合順序　　１－２　　２－３　１－３

決勝トーナメント

A1位

B1位
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