
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（２７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

※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。

２８日・２９日は前日発表

 　９：３０～１Ｒ・２Ｒ

　 ９：３０～１Ｒ・２Ｒ

 １０：００～１Ｒ・２Ｒ

 １０：３０～１Ｒ・２Ｒ
 ９：３０～ＳＦ・ＦＲ

　　  　　３位決定戦
 １１：３０～ＱＦ

 １１：３０～ＱＦ

全種目

※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　　　   

　　・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。
※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。

平成30年3月9日

　　　　　　ディレクター　　   菅原宏之　

第２５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２９日（木）

砂入り人工芝 砂入り人工芝 砂入り人工芝

３月２７日（火） ３月２８（水）

※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。

　　  　　３位決定戦

 ９：３０～ＳＦ・ＦＲ
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　　  　　３位決定戦

 ９：３０～ＳＦ・ＦＲ

　　  　　３位決定戦
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会　　　　　　場
泉総合運動場 泉総合運動場 泉総合運動場

 ９：３０～ＳＦ・ＦＲ

　　  　　３位決定戦
U－１８男子シングルス

　　・本戦・予選共：８ゲームプロセット

Ｕ－１６男子シングルス

Ｕ－１６女子シングルス

Ｕ－１２男子シングルス

Ｕ－１２女子シングルス

　　・補欠選手は、試合出場が決まった時点で納入して下さい。

Ｕ－１４男子シングルス

Ｕ－１４女子シングルス

※選手は試合開始時間の１０分前までに大会本部に出席を届けて下さい。
※参加料は、受付時に納入して下さい。
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 １０：３０～２Ｒ・ＱＦU－１８女子シングルス

〔　注　意　事　項　〕
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　　  　　３位決定戦
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　　  　　３位決定戦
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第２５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）―

１． 増川　幸汰 （山・ITSベルズ)

２． 櫛田     翼 （福・ア・パースＴＣ）

１． 鈴木　心彩 (福・いわきニュ-タウン）

⑤～⑧

相馬 悠絆 (青・リベロＳＣ）

美作　匠人 （秋・ファンキーTA)

城     義弥 (宮・ウイニングショット)

山口　陽生 (山・南陽市スポ少）

島村　晃登 （福・ア・パースＴＣ）

市村 仁貴 (青・八戸シーガルSC）

外舘　敦啓 （岩・TOY’S　TL)

⑥

4

④

⑤

24⑤～⑧
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補     欠
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②
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Ｕ１２女子シングルス 本戦

8

9
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7
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5

①

③

①
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②

31
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16

4

22
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三浦 怜央 (宮・MORE TENNIS)

Ｕ１２男子シングルス 本戦
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21

20

20

6

10

30

28

29

14

11 27

26

中田 龍汰郎 (青・ＫＪ－ＴＡ）

15

13

32

大山　智也 （秋・アスレティックＣ）
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7

8

6

9
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補     欠

⑤～⑧

⑤～⑧

③

④

16

15

小堤 慶太 (宮・ウイニングショット)

玉田　拓夢 （岩・北上ＴＡジュニア）

菅野　翔希 (福・ＧＡＳＣ　ＴＴ）

五十嵐 昊也 (宮・ウイニングショット)

阿部　陽来 （山・近江ＴＣ)

野坂     条 （秋・ファンキーTA)

佐藤 颯基 (宮・泉パークタウンTC)

続橋　優斗 （秋・山王ＴＣ）

大内　大雅 （山・ITSベルズ)

根本　陽生 (福・MORE TENNIS)

今川　薫平 （岩・モリオカロイヤルTC）

佐々木爽一郎 (青・青森ＪＴＡＣ）

田畑 　 遼 (宮・R-PROJECT)

金　　桜汰 （岩・TOY’S　TL)

三浦　　陽 (青・リベロＳＣ）

石川　  楓 (宮・ウイニングショット)

吉田　  耀 （福・白河スポ少）

河野　真大 （山・近江ＴＣ)

和田　侑優 （岩・ラブインドアＴＣ)

三浦　瑛太 （秋・アスレティックＣ）

草野　友希 （福・ア・パースＴＣ）

五十嵐 涼太 (宮・ウイニングショット)

石澤　萌々子 （山・ITSベルズ)

小池　叶桜 （秋・昭和ジュニアＴＣ）

森     杏那 (福・ＦＴＴＣ橘Ｊｒ）

阿部　由依菜 （山・近江ＴＣ)

進藤　桃花 （秋・アスレティックＣ）

夏坂　海夕愛 (青・八戸ロイヤルＴＣ）

内城　佳子 （岩・リトルサンＴＣ)

石田　惺子 (青・青森JTAC）

大山     藍 (宮・R-PROJECT)

大内     葵 （山・ITSベルズ)

山崎　ひなた （岩・モリオカロイヤルTC）

草野　千莉 (福・いわきローンＴＣ）

川村　真央 （岩・ラブインドアＴＣ)

小堀 歩乃佳 (宮・R-PROJECT)

渡邊　なな （山・ＴＴＪ)

鳴海　春佳 （福・Ｆ・ｔｅｎｎｉｓ）

伊藤　希紗 （秋・アスレティックＣ）

山岸　いそら (福・ＧＡＳＣ　ＴＴ）

工藤　ほのか （岩・ファインTC)

雪谷 麻紗 (宮・ウイニングショット)

大坂　芽暖 (福・常磐ジュニアＴＣ）

土樋     燕 （岩・TOY’S　TL)

那波　碧彩 （秋・アスレティックＣ）

鈴木 梨愛 (宮・ウイニングショット)

下杉 海寧 (宮・泉パークタウンTC)

今井　未海 (青・リベロＳＣ）

高橋　侑里 (福・ＧＡＳＣ　ＴＴ）

原田　えりな (山・イラコTC）

本間     遥 （岩・クレイルTＡ)

佐藤　優愛 （秋・ファンキーTA)

今野　愛鈴 （山・ITSベルズ)

早坂 来麗愛 (宮・R-PROJECT)



１． 原 田 玖 雅 (山・イラコTC）
２． 種 田 嘉 人 （福・ア・パースＴＣ）

１． 伊 藤 矢 姫 （秋・アスレティックＣ）
２． 坂 井 星 羅 (青・ＡＣＫ　ＴＣ）

Ｕ１４男子シングルス 本戦

① 1 中村　右京 （岩・まつぞのSC) 17 森岩　新 （岩・フジサワＴＣ) ⑤

2 宮越　海成 （秋・アスレティックＣ） 18 篠原　健介 （福・ア・パースＴＣ）

3 浅井　琢臣 （岩・モリオカロイヤルTC） 19 持石　祥平 （秋・山王ＴＣ)

4 浜﨑　爽 (宮・泉パークタウンTC) 20 下村　凌太朗 (青・ＪＴＡＣ）

5 加藤　奨稀 （福・ア・パースＴＣ） 21 プラント・ノア (宮・泉パークタウンTC)

6 佐藤　青葉 （山・近江ＴＣ) 22 松田　優斗 （岩・フジサワＴＣ)

7 苫米地　汰朗 (青・八戸シーガルSC） 23 國井太貴 （山・ＢＴＡ)

⑥ 8 齋藤 駿斗 (宮・ウイニングショット) 24 野坂　迅 （秋・ファンキーTA) ③

④ 9 小堤 康太郎 (宮・ウイニングショット) 25 菅野　央介 (福・いわきローンＴＣ） ⑧

10 宮武　魁 （福・ルネサンス棚倉） 26 根津　圭佑 (宮・ウイニングショット)

11 戸塚　唯礼 （岩・岩手中) 27 虻川　優太 （秋・アスレティックC)

12 原田　悠雅 （秋・ファンキーTA) 28 遠藤　大空 (山・イラコTC）

13 佐藤　成恭 (宮・ウイニングショット) 29 箱石　琉之 （岩・クレイルTＡ)

14 北山　沢 (青・リベロＳＣ） 30 栁葉　結斗 （福・ア・パースＴＣ）

15 木内　洋貴 （山・ITSベルズ) 31 齋藤　優真 (青・リベロＳＣ）

⑥ 16 小原　凜太朗 （岩・奥州ジュニア) 32 佐藤　駿弥 (宮・泉パークタウンTC) ②

補     欠

Ｕ１４女子シングルス 本戦

① 1 城     碧海 (宮・ウイニングショット) 17 佐藤  美月 (宮・ウイニングショット) ⑧

2 小野寺　涼 （山・酒田ジュニアTA） 18 阿部　咲楽 （山・プラスワン）

3 和賀　凜帆 (福・常磐ジュニアＴＣ） 19 七尾　日向子 (青・青森JTAC）

4 佐々木　怜 （岩・フジサワＴＣ) 20 松本 可菜 (福・いわきニュ-タウン）

5 宮田　亜音 （山・ＴＴＪ) 21 山口     舞 （岩・ファインTC)

6 関根　舞音 （秋・アスレティックＣ） 22 泉　穂乃花 （秋・ファンキーTA)

7 藤澤　胡々菜 （岩・フジサワＴＣ) 23 藤田 琴里 (宮・ウイニングショット)

⑦ 8 小形 寧音 (福・ＧＡＳＣ　ＴＴ） 24 志賀 亜希奈 （福・ア・パースＴＣ） ④

③ 9 吉田　梨真 （岩・クレイルTＡ) 25 茂木　音羽 （山・ITSベルズ) ⑥

10 阿部　みちる (福・ＦＴＴＣ橘Ｊｒ） 26 大友     桜 （福・ア・パースＴＣ）

11 武田 祐乃 (宮・ウイニングショット) 27 市村　あおい (青・八戸シーガルSC）

12 大浦　明日香 （山・米沢YY) 28 三浦 奈々 (宮・MORE TENNIS)

13 阿部　菜月 (青・青森JTAC） 29 佐々木　実夕 （秋・ファンキーTA)

14 松本 爽那 （宮・エムズＴＰ） 30 成谷　優芽 （岩・TOY’S　TL)

15 平野　実里 （秋・アスレティックＣ） 31 番沢　伊吹 (青・八戸シーガルSC）

⑤ 16 千葉  瑠子 (宮・R-PROJECT) 32 下原 茉莉佳 (宮・ウイニングショット) ②

補     欠



１． 内 川 聖 也 （岩・岩手中)
２． 込 山 孝 (福・いわきローンＴＣ）

１． 山 根 里 々 （岩・滝沢二中)
２． 佐 藤 亜 美 (宮・泉パークタウンTC)

Ｕ１６男子シングルス 本戦

① 1 菅谷 優作 (宮・ウイニングショット) 17 齋藤 晶斗 (宮・ウイニングショット) ⑤

2 小田　翔大 （岩・北上ＴAJr) 18 佐々木　優斗 （秋・アスレティックＣ）

3 駒井　柊一郎 （秋・ファンキーTA) 19 設楽　壱慶 （山・日大山形高）

4 伊藤　渚 （福・郡山五中） 20 志賀　夏緒 （福・ア・パースＴＣ）

5 佐藤 隆矢 (宮・オレンジＦ) 21 阿部 倫大 (宮・泉パークタウンTC)

6 小枝 咲大 (青・ＫＪ－ＴＡ） 22 江口輝 （山・近江ＴＣ)

7 石山　晶悟 （山・ITSベルズ) 23 大久保 辰徳 (青・八戸西高）

⑦ 8 野村　昂平 (福・いわきニュ-タウン） 24 武田 昂祐 (宮・ウイニングショット)

④ 9 長内 大也 (宮・ウイニングショット) 25 齋藤 駿太

新野　敬士 （山・ITSベルズ) 26 戸塚　聖晟 （岩・岩手中)

③

(宮・ウイニングショット) ⑥

11 島村　泰登 （福・ア・パースＴＣ） 27 菅野　慧太朗 (福・いわきローンＴＣ）

10

12 渡部 怜和成 (宮・R-PROJECT) 28 佐野　涼真 （秋・アスレティックＣ）

13 栁沼　康生 （福・郡山五中） 29 藤澤　亮平 （岩・山清TC)

14 葛西 壮太朗 (青・青森JTAC） 30 吉田　拓貴 （岩・滝沢二中)

15 古川 龍士 (青・ＫＪ－ＴＡ） 31 佐々木 満規 (青・八戸シーガルSC）

⑧ 16 齋藤　倖久 （山・ＴＴＪ) 32 菊地　康晃 （山・ＢＴＡ) ②

補     欠

Ｕ１６女子シングルス 本戦

① 1 五十嵐 唯愛 (宮・ウイニングショット) 17 佐久間 向日葵 (福・ＧＡＳＣ　ＴＴ） ⑥

2 鎌田　ひかり （福・ア・パースＴＣ） 18 小寺　杏菜 （岩・ラブインドアＴＣ)

3 高橋     凜 (山・イラコTC） 19 中野　愛子 （山・寒河江ＴＣ）

4 佐藤　来愛 （秋・ファンキーTA) 20 鎌田　愛莉 （秋・ファンキーTA)

5 加藤　颯彩 （福・ア・パースＴＣ） 21 乗上　敦子 （岩・山清TC)

6 國井　英華 （山・ＢＴＡ) 22 雪谷  寧々 (宮・ウイニングショット)

7 菊池     虹 （岩・花巻ジュニア) 23 新川 裕奈 (青・リベロＳＣ）

⑧ 8 市村 あさひ (青・八戸シーガルSC） 24 奥山　えりか （山・ＢＴＡ) ④

③ 9 横山 琳咲 (青・リベロＳＣ） 25 種田　嘉子 （福・磐城高） ⑦

10 佐久間　柚希 （岩・クレイルTＡ) 26 小鴨  愛可 （宮・エムズＴＰ）

11 中村 巴那香 （宮・仙台東高) 27 長塚　統子 (福・いわきローンＴＣ）

12 吉野　理花 (福・いわきニュ-タウン） 28 大友  綺花 (宮・ウイニングショット)

13 紺野　木葉 （岩・山清TC) 29 鈴木 さくら (青・青森南高）

14 櫻田　知奈 （秋・ファンキーTA) 30 保住　紗恵子 (福・日大東北高）

15 西山  理心 (宮・ウイニングショット) 31 梅谷  美怜 (宮・R-PROJECT)

⑤ 16 菅原　花帆 (山・TTJ） 32 石澤  真衣子 （山・ITSベルズ) ②

補     欠  



１． 庄 司 璃 音 (宮・東陵高）
２． 渡 部 豪 （山・鶴岡南高）

１． 鹿 野 真 希 (福・日大東北高）
２． 青 柳 真 紗 (青・弘前南高）

Ｕ１８男子シングルス 本戦

① 1 似里　達哉 （岩・岩手高) 17 畠山　知 (岩・岩手高） ⑥

2 三上 未来 (青・東奥義塾高） 18 佐藤　魁 (福・福島東高）

3 網代　凱 （山・日大山形高） 19 新妻 幸生 （宮・東北学院高）

4 鐙　健吾 （秋・秋田高） 20 祖利目　大晟 （岩・一関高専 ）

5 橋本　大輔 (岩・盛岡一高） 21 五味　一貴 （山・日大山形高）

6 小野寺 翔 (宮・聖和学園高） 22 柴田 将貴 (青・弘前工高）

7 平野　皐貴 （秋・明桜高） 23 髙橋　紀人 (岩・岩手高）

⑧ 8 池田　剛希 (福・会津工高） 24 小林　拓夢 (福・安積高） ③

④ 9 鈴木　啓介 (福・磐城高） 25 後藤　亮太 （宮・東北学院高） ⑤

10 庄司　彩人 （山・山形南高） 26 五十嵐　駿介 （秋・秋田商業高）

11 伊藤 拓真 (青・青森西高） 27 齋藤　大生 (福・会津高）

12 菅原　宥介 （秋・秋田高） 28 佐々木 俊輔 (青・八戸西高）

13 松枝 達生 （宮・仙台一高) 29 小泉　元 (福・磐城高）

14 小野　凜平 (福・福島高） 30 太田屋　遼介 (岩・岩手高）

15 駒形 将俊 （宮・東北学院高） 31 須藤　海翔 （山・日大山形高）

⑦ 16 佐藤　哲汰 (岩・盛岡中央高） 32 今野 剛瑠 (福・安積高） ②

補     欠  

Ｕ１８女子シングルス 本戦

① 1 佐藤　夏央 （山・山形東高） 17 水吉　萌香 (岩・盛岡四高） ⑤

2 加藤　　萌 (青・青森西高） 18 猪狩　舞 （福・磐城桜が丘高）

3 内山　優衣 （福・須賀川高） 19 皆川 明日香 (宮・聖和学園高）

4 丸山　佳愛 (秋・秋田北高) 20 伊藤　楓 （秋・聖霊高）

5 種田　詩織 (福・磐城高） 21 佐藤　真菜 （岩・盛岡白百合高）

6 加藤　安奈 (岩・盛岡一高） 22 下山 寧々 (青・東奥義塾高）

7 黒沼　愛生 （山・山形東高） 23 横山 歩美 （宮・仙台二高)

⑦ 8 鈴木 桃子 (宮・聖和学園高） 24 矢野　桜子 （山・寒河江高） ③

④ 9 寒河江ひより （山・日大山形高） 25 大島　美里 （秋・秋田商業高） ⑥

10 吉成　遥 (秋・秋田北高) 26 天羽 咲希 (青・八戸西高）

11 長田 蒼生 (宮・聖和学園高） 27 菅原　愛詠 （山・寒河江高）

12 加藤 あい (青・青森西高） 28 佐藤　はな （福・聖光学院高）

13 佐藤　和歌葉 （山・山形東高） 29 高柳　飛鳥 （山・日大山形高）

14 鈴木 桜子 （宮・富谷高) 30 髙橋　優実 （岩・盛岡三高)

15 菊池　桃香 （岩・盛岡白百合高） 31 吉田　杏実 （秋・聖霊高）

補     欠  

⑧ 16 鎌田　夏波 （秋・聖霊高） 32 ②松原 綾乃 (宮・聖和学園高）


