
第 29回秋田県小学生テニス選手権大会 
（兼 34 回東北小学生ニス選手権大会予選会）   

下記のとおり日程等が決まりましたので、参加選手への周知方よろしくお願いします。 

 

※ 仮ドローの誤記等に気づいた方は、４月２７日までに秋田県テニス協会へ連絡下さい。 

それ以降については、会場掲示によってお知らせいたしますことをご了承願います。 

 
１．期   日  平成２８年 ４月３０日（土）～ ５月１日（日） 

 

２．会   場  秋田市北野田公園テニスコート 

 

３．試合方法   (1) トーナメント方式にて行う。フィードインコンソレーションを実施する。 

                (2) 本戦は 8ゲームプロセット。決勝戦のみ３タイブレークセットマッチ 

          フィードインコンソレーションは１セットマッチ。 

ただし、代表決定戦は 8ゲームプロセット。                    

        (3) セルフジャッジにて行う。 

        （4）試合前の練習はサービス４本とする。 

                (5) 試合はすべてオーダーオブプレイにて進行する。 

 

４．使 用 球  ブリジストン XT8 初戦及び決勝戦のみニューボール使用。 

 

５．集合時間  受付時間は、８時４０分受付終了とする。（遅れた場合、原則として失格）  

 

６．試合進行 

(1) ４月３０日  

・シングルス及びダブルス 

・本戦及びフィードインコンソレーション（進行状況によってはシングルスのみ） 

(2) ５月 １日 

・残り全試合（４月３０日に発表） 

 (3) この要項は、その他の理由により変更される場合がある。 

 

７．服  装    テニスルールブック２０１６に準ずる。ガットのステンシルマークは禁止。 

 

８. 代   表   平成２８年６月１８～１９日山形で行われる東北小学生テニス選手権におけ

る秋田県からの推薦枠はシングルス５であり、本戦及びコンソレーションの上

位者を推薦する。ダブルスは秋田県大会のみ。 

 

９. プラクティスコート 別途記載 

        ※練習希望の方は、コート整備等の協力をお願いします。 

 



第 29回秋田県中学生テニス選手権大会 
（兼 38 回東北中学生テニス選手権大会予選会）   

下記のとおり日程等が決まりましたので、参加選手への周知方よろしくお願いします。 

※ 仮ドローの誤記等に気づいた方は、４月２７日までに秋田県テニス協会へ連絡下さい。 

それ以降については、会場掲示によってお知らせいたしますことをご了承願います。 

 
１．期   日  平成２８年 ４月３０日（土）～ ５月１日（日） 

 

２．会   場  秋田市北野田公園テニスコート 

 

３．試合方法   (1) トーナメント方式にて行う。フィードインコンソレーションを実施する。 

                (2) 本戦は 8ゲームプロセット。決勝戦のみ３タイブレークセットマッチ 

          フィードインコンソレーションは１セットマッチ。 

ただし、代表決定戦は 8ゲームプロセット。                    

        (3) セルフジャッジにて行う。 

        （4）試合前の練習はサービス４本とする。 

                (5) 試合はすべてオーダーオブプレイにて進行する。 

 

４．使 用 球  スリクソン 初戦及び決勝戦のみニューボール使用。 

 

５．集合時間  受付時間は、８時４０分受付終了とする。（遅れた場合、原則として失格）  

 

６．試合進行 

(1) ４月３０日  

・シングルス 

・本戦及びフィードインコンソレーション 

(2) ５月 １日 

・残り全試合（４月３０日に発表） 

 (3) この要項は、その他の理由により変更される場合がある。 

   ダブルスについては、男女ともにエントリー数が 1組のため試合不成立とします。 

   （ただし、東北中学生テニス選手権大会へは秋田県代表として推薦します） 

７．服  装    襟付きのテニスウェアーを着用 

（全国中学生テニス選手権の要項に準ずる。） 

 

８. 代   表   平成２８年７月２９～３１日福島県で行われる東北中学生テニス選手権にお

ける秋田県からの推薦枠はシングルス４であり、本戦及びコンソレーションの

上位者を推薦する。女子については、鎌田愛莉選手が東北中学新人戦で優勝し

ているため（ストレートイン）鎌田選手を除く上位４名を推薦します。 

９. プラクティスコート 別途記載 

        ※練習希望の方は、コート整備等の協力をお願いします。 



プラクティスコート割り当て 

 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 室内 室内 

アスレ アスレ ﾌｧﾝｷｰ ﾌｧﾝｷｰ 山王 T 
昭 和

JTC 
ﾌﾘｰ ﾌﾘｰ 

雨天時

使 用 

雨天時

使 用 

諸注意 

・練習時間は、８時３０分から８時５０分（大会役員の判断により、早くなる場合があります。）た

だし、開会式が８時５５分から始まりますので、時間までにコート整備をお願いします。練習後は、

必ずブラシをかけてください。 

・各クラブ（団体登録クラブ）で練習を行う場合は、コーチ１名のみコート内で指導することができ

ます。各選手は、互いに譲り合って練習してください。 

 

 
 
選手、コーチ、学校関係者、保護者、大会関係者 各 位 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大会諸注意事項 
＊１６ドロー以上の種目（シングルス）は、ベスト４進出者及びフィードインコンソレ
１位を東北大会の代表とする。 
 

＊１６ドロー未満の種目（シングルス）については、決勝進出者（２名）のみ代表確定
とし、その他はフィードインコンソレによる代表決定戦を行う。 
 
ただし、面数、時間等の事情により、変更する場合もあります。 



第29回中学生テニス選手権大会

平成28年4月30日～5月1日

秋田市北野田公園テニスコート

シード　①鎌田　愛莉　②伊藤　楓

シード　①野坂　郷　②野坂　迅　③④佐野　涼真、伊藤　大稀　

15 BYE

16 野坂　迅 秋田東中学校

13 佐々木　啓吾 天王南中学校

14 下山　巧真 秋田大学附属中

12 佐野　涼真 秋田西中学校

11 BYE

10 BYE

佐々木  優斗 河辺中学校

9 深井　聡輔 秋田大学附属中

4 大宮  拓巳 雄和中学校

5 伊藤　大稀 横手清陵学院中

6 BYE

7 BYE

8

2 BYE

3 五十嵐  駿介 城南中学校

1 野坂　郷 秋田東中学校

7 櫻田  知奈 秋田大学附属中

8 伊藤　楓 羽城中学校

5 高橋　佑奈 桜中学校

6 吉田　杏実 天王南中学校

中学生女子シングルス

中学生男子シングルス

1 鎌田　愛莉 勝平中学校

2 BYE

3 佐藤  来愛 桜中学校

4 鈴木　彩水 天王南中学校



第29回小学生テニス選手権大会

平成28年4月30日～5月1日

秋田市北野田公園テニスコート

シード　①渡部　圭翔　②伊藤　優志　③④宮越　海成、持石　祥平　

32 伊藤　優志 東小学校

29 堀井  隆世 雄和小学校

BYE

30 BYE

31

27 BYE

28 野坂  条 保戸野小学校

BYE

26 BYE

23 BYE

24 持石　祥平 川尻小学校

22 BYE

21 小林  暖大 旭川小学校

25 大山  智也 岩城小学校

19

20 佐野  千彰 大潟小学校

16 虻川　優太 仁井田小学校

17 戸田　久晶 旭川小学校

18 BYE

15 BYE

12 能登谷　侑 土崎南小学校

13 三浦　凪人 四ツ小屋小学校

14

8 佐藤  瑠羽 仁井田小学校

9 宮越　海成 出戸小学校

BYE

10 BYE

11 BYE

小学生男子

6 BYE

7 BYE

尾崎小学校

4 原田　悠雅 秋田大学附属小

5 美作　匠人 秋田大学附属小

1 渡部　圭翔 東小学校

2 BYE

3 畠山　晴圭



第29回小学生テニス選手権大会

平成28年4月30日～5月1日

秋田市北野田公園テニスコート

シード　①大宮　涼花　②佐々木　美夕　③④平野　実里、関根　舞音　

1 大宮　涼花 雄和小学校

4 伊藤　希紗 大住小学校

7 工藤　楓 大潟小学校

小学生女子

2 BYE

3 佐藤  優愛 桜小学校

5 平野  実里 牛島小学校

6 BYE

8 泉　穂乃花 広面小学校

9 清水  里緒 追分小学校

10 BYE

13 伊藤  矢姫 雄和小学校

12 関根　舞音 秋田大学附属小

15 BYE

16 佐々木　実夕 河辺小学校

14 小池　叶桜 飯田川小学校

11 BYE



第29回小学生テニス選手権大会

平成28年4月30日～5月1日

秋田市北野田公園テニスコート

小学生女子ダブルス

1 2 3 勝敗 順位 勝率

1 佐々木　実夕 河辺小 泉　穂乃花 広面小

2 平野　実里 牛島小学校 伊藤　矢姫 雄和小学校

3 工藤　楓 大潟小学校 関根　舞音 秋田大学附属小学校

小学生男子ダブルス

1 2 3 4 勝敗 順位 勝率

1 三浦　凪人 四ツ小屋小学校 宮越　海成 出戸小学校

2 伊藤　優志 東小学校 美作　匠人 秋田大学附属小学校

3 小林　暖大 旭川小学校 戸田　久晶 旭川小学校

4 佐藤　瑠羽 仁井田小学校 大山　智也 岩城小学校


