
第３１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 （２０分×２R ）サインアップによる 

※ 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  

H27年度会津テニス協会ランキング、福島県テニス協会ランキング、高校生、ジュニア

の大会成績をもとにシード順を決定し、ドロー作成ソフトにより作成しました。 

 

６．注意事項 

大会が県クラブ対抗と重なっており、運営の人員がたいへん不足しております。各

クラブより、運営のお手伝いを出していただけると助かります。 

また、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 斎藤 正志 



競 技 役 員 

大会 会長     高谷 雄三 

デイレクター    戸川 稔朗 

レフエリー     斎藤 正志 

Ａ・レフエリー   舩木 慎也 

大会 委員     齊藤 雅夫 冨田 佳永 

星野杯について 

故星野俊一先生は、会津高校校長を最後に長い教員生活を終えられましたが、

スポーツ万能、特に柔道を得意とされておりました。会津女子高校（現・葵高

校）教頭時代に遠藤正鬼千先生などとテニスを始めアルバトロスＴＣに所属さ

れ、県の大会で活躍されました。この間、会津女子高校、坂下高校にテニスコ

ートを作られ、また、高体連テニス部会会津支部長として高校テニス界の発展

に尽力されました。退職後、これからテニスを楽しもうという矢先病魔が襲い、

平成元年１２月病床の星野先生より教え子である戸川理事長に「会津のテニス

が益々盛んになり、優秀な選手を一人でも多く輩出して欲しい。」との願いから、

カップ２個が会津テニス協会に寄贈されました。先生のご遺志を後世に伝える

ため、一年の締めくくりであり今年度登録の社会人・高校生・ジュニアが一堂

に戦う「全会津シングルステニス選手権」の優勝者（一般男子・一般女子）に

このカップを授与することとなりました。 

遠藤正鬼千先生は去る 10月 10日逝去されました。ご冥福をお祈りします。 

競技上の注意 

１． 試合方法 一般男子、女子は１タイブレークセットマッチ（セミアドバ  

ンテージ）、年齢別は１タイブレークセットマッチで行う。 

２． 審判方法はセルフジャッジで行います。 

３． 試合前のウオームアップ サービス６本。 

４． 連続して試合に入る場合の休憩を１０分以内とします。 

５． 初戦敗者によるコンソレーションを行います。 

６． オーダーオブプレーにより進行します。 

７． 試合終了後、勝者が本部にスコアを報告して下さい。 

８． ＪＴＡテニスルールブック２０１６に準拠します。 



一般男子シングルス 35歳以上男子シングルス

1 渡部　恵毅 ＳＰＡＣＥ 39 栗田　　練 会津工業高校 1 長谷川  康成 てにす友の会

2 井上　宏仁 ＳＰＡＣＥ 40 小林　雄太 会津工業高校 2 高橋　直己 富士通

3 二瓶　智成 アミューズＴＣ 41 平野　星斗 会津工業高校 3 斎藤　正志 会津ＲＢ

4 大竹　悠哉 アミューズＴＣ 42 新井田琉心 会津工業高校

5 小生　健斗 アミューズＴＣ 43 遠藤　　新 会津工業高校 45歳以上男子シングルス

6 浦井　高広 アミューズＴＣ 44 井上　　翔 会津工業高校 1 一ノ坪  久蔵 てにす友の会

7 木島　　寛 てにす友の会 45 田崎　　廉 会津工業高校 2 湯浅　弘英 湯川ファイナル

8 佐治　　泰 てにす友の会 46 岩澤　和也 会津工業高校 3 原　　洋一 ムーンボール

9 秦　　大輔 てにす友の会 47 渡部　聖也 会津工業高校 4 岡田　隆靖 ムーンボール

10 大川　裕司 てにす友の会 48 福島　聖太 会津工業高校

11 五十嵐  睦朗 てにす友の会 49 平野　快聖 会津高校

12 内沼　裕輔 てにす友の会 50 五十嵐智政 会津高校 一般女子シングルス

13 柴野　日祐 葵　高校 51 瀬尾　優剛 会津高校 1 鈴木　舞耶 ザベリオ学園高校

14 新田　凌大 葵　高校 52 鈴木　　廉 会津高校 2 星　　美結 会津学鳳高校

15 斎藤　冬真 葵　高校 53 五ノ井岳弘 会津高校 3 坂井　未来 会津学鳳高校

16 野澤　佳功 会津ＲＢ 54 鈴木　彬人 会津大学 4 斎藤　美菜 会津学鳳高校

17 野澤　学志 会津ＲＢ 55 永峯　康生 会津大学 5 星　　芽衣 会津学鳳高校

18 横田　知明 会津ＲＢ 56 二瓶　俊昭 会津大学 6 篠田　凛夏 会津学鳳高校

19 坂内　俊介 会津ＲＢ 57 二瓶　和俊 会津大学 7 江川　亜美 会津学鳳高校

20 須貝　尚也 会津ＲＢ 58 西妻　貴明 会津大学 8 池上　真生 会津学鳳高校

21 岩田　拓深 会津ＲＢ 59 竹野　弘規 丸善商事 9 岩崎　春華 会津学鳳高校

22 渡部　琳久 会津学鳳高校 60 竹野　海斗 丸善商事 10 古川  結衣奈 会津学鳳高校

23 栗木　直史 会津学鳳高校 61 渡部　真希 若松商業高校 11 森山　良子 会津高校

24 渡部　泰知 会津学鳳高校 62 佐藤　晃輔 若松商業高校 12 鈴木　麻友 会津高校

25 星　　春樹 会津学鳳高校 63 相良　亮佑 若松商業高校 13 福島　愛里 会津高校

26 長谷川  寿希 会津学鳳高校 64 森田　勝斗 若松商業高校 14 星野　早瑛 会津高校

27 鈴木　康海 会津学鳳高校 65 高橋　龍正 若松商業高校 15 大橋　幸江 会津大学

28 渡部　龍星 会津学鳳高校 66 平塚　喜幸 若松商業高校 16 竹野  みなみ 赤ベこジュニア

29 大溝　颯輝 会津学鳳高校 67 荒井　崇哉 若松商業高校

30 阿部  光太郎 会津学鳳高校 68 佐野　博斗 若松商業高校

31 室井　大輔 会津学鳳高校 69 大島　綾斗 若松商業高校

32 池田　剛希 会津工業高校 70 大堀　竜一 若松商業高校

33 神村　龍飛 会津工業高校 71 寺島　　樹 若松商業高校

34 目黒　龍弥 会津工業高校 72 鈴木　雄馬 若松商業高校

35 高木　拓実 会津工業高校 73 岩渕　甲斐 若松商業高校

36 石川　　駿 会津工業高校 74 久家　颯太 若松商業高校

37 奥山　兼晨 会津工業高校 75 斎藤　大生 赤ベこジュニア

38 狩野　大和 会津工業高校 76 舩木　慎弥 柳津ローン



一般男子シングルス

井上　宏仁 ＳＰＡＣＥ ③④

2 大堀　竜一 若松商業高校 40 阿部光太郎

1 竹野　弘規 丸善商事 39

4 五十嵐睦朗 てにす友の会 42 相良　亮佑 若松商業高校

会津学鳳高校

3 五ノ井岳弘 会津高校 41 狩野　大和 会津工業高校

小生　健斗 アミューズＴＣ

6 長谷川寿希 会津学鳳高校 44 渡部　琳久

5 高木　拓実 会津工業高校 43

8 野澤　佳功 会津ＲＢ 46 栗田　　練 会津工業高校

会津学鳳高校

7 井上　　翔 会津工業高校 45 二瓶　俊昭 会津大学

竹野　海斗 丸善商事 ⑬⑯

10 大川　裕司 てにす友の会 48 池田　剛希

9 渡部　真希 若松商業高校 47

12 久家　颯太 若松商業高校 50 森田　勝斗 若松商業高校

会津工業高校 ⑨⑫

11 渡部　泰知 会津学鳳高校 49 大溝　颯輝 会津学鳳高校

須貝　尚也 会津ＲＢ

14 二瓶　智成 アミューズＴＣ 52 石川　　駿

13 遠藤　　新 会津工業高校 51

16 平塚　喜幸 若松商業高校 54 新井田琉心 会津工業高校

会津工業高校

15 野澤　学志 会津ＲＢ 53 永峯　康生 会津大学

若松商業高校

19 鈴木　彬人 会津大学 57 秦　　大輔 てにす友の会

鈴木　　廉 会津高校

18 福島　聖太 会津工業高校 56 大島　綾斗

17 五十嵐智政 会津高校 55

⑤⑧

20 渡部　恵毅 ＳＰＡＣＥ 58 佐治　　泰 てにす友の会 ⑤⑧

渡部　聖也 会津工業高校

22 瀬尾　優剛 会津高校 60 佐野　博斗

21 岩澤　和也 会津工業高校 59

24 栗木　直史 会津学鳳高校 62 神村　龍飛 会津工業高校

若松商業高校

23 目黒　龍弥 会津工業高校 61 西妻　貴明 会津大学

大竹　悠哉 アミューズＴＣ

26 坂内　俊介 会津ＲＢ 64 佐藤　晃輔

25 荒井　崇哉 若松商業高校 63

28 鈴木　雄馬 若松商業高校 66 渡部　龍星 会津学鳳高校

若松商業高校

27 鈴木　康海 会津学鳳高校 65 奥山　兼晨 会津工業高校

横田　知明 会津ＲＢ ⑨⑫

30 新田　凌大 葵　高校 68 舩木　慎弥

29 斎藤　大生 赤ベこジュニア 67

32 二瓶　和俊 会津大学 70 星　　春樹 会津学鳳高校

柳津ローン ⑬⑯

31 田崎　　廉 会津工業高校 69 平野　快聖 会津高校

岩田　拓深 会津ＲＢ

34 小林　雄太 会津工業高校 72 高橋　龍正

33 寺島　　樹 若松商業高校 71

岩渕　甲斐 若松商業高校 74 斎藤　冬真 葵　高校

若松商業高校

35 浦井　高広 アミューズＴＣ 73 平野　星斗 会津工業高校

葵　高校 ②

①

③④

内沼　裕輔 てにす友の会

38 木島　　寛 てにす友の会 76 柴野　日祐

37 室井　大輔 会津学鳳高校 75

36

⑤⑧

⑤⑧

⑬⑯

⑨⑫

⑨⑫

⑬⑯



一般女子シングルス

NO 選手名 所属 シード

2 大橋　幸江 会津大学

1 星　　美結 会津学鳳高校 ①

4 星野　早瑛 会津高校

3 斎藤　美菜 会津学鳳高校

6 星　　芽衣 会津学鳳高校

5 鈴木　麻友 会津高校

8 森山　良子 会津高校 ③④

7 池上　真生 会津学鳳高校

10 岩崎　春華 会津学鳳高校

9 竹野みなみ 赤ベこジュニア ③④

江川　亜美 会津学鳳高校

11 篠田　凛夏 会津学鳳高校

12 福島　愛里 会津高校

16 鈴木　舞耶 ザベリオ学園高校 ②

コンソレーション 本戦トーナメント

15 古川結衣奈 会津学鳳高校

13 坂井　未来 会津学鳳高校

14



35歳以上男子シングルス

選手 所属 1 2 3 勝敗 取得率 順位

1 長谷川康成 (てにす友の会)

2 斎藤　正志 (会津ＲＢ)

3 高橋　直己 (富士通)

試合順序　　１－２　　２－３　　１－３

45歳以上男子シングルス

選手 所属 1 2 3 4 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 岡田　隆靖 (ムーンボール)

4 湯浅　弘英 (湯川ファイナル)

試合順序　　１－２　　３－４　　１－３　　２－４　　１－４　　２－３


