
第48回　若松区新人戦テニストーナメント大会（兼市民体育祭若松予選）

１．試合スケジュール

日程 6/11(土） 6/12（日) 6/19(日） レフェリー：楠木孝文

男子  シングルス １～SF F 予備日 レフェリー：久家健太

　　ダブルス １～F 予備日 レフェリー：入江千里

女子　シングルス １～F - 予備日 レフェリー：四郎園一雄

　　ダブルス １～F 予備日

＊順位決定戦（3位、4位）まで行います

＊試合進行は天候及び進行状況により変更する場合がありますので試合状況の確認及び問い合わせは

本部にてお願いします。

２．注意事項

① この大会に出場した人は、北九州市内他区の新人戦大会への申し込みは出来ません。

② 参加者は自分の試合の開始時間の１０分前までに必ず大会本部に出席を届けてください。

③ 服装はテニスウエアを着用し、必ずテニスシューズを着用してください。

Ｔシャツは不可、ウォームアップは上着・ズボンともに不可です

④ 試合方法

１回戦～準々決勝（QF）：６ゲーム先取(デュース有）

準決勝（SF）、決勝（F）：１セットマッチ（６－６、7ポイントタイブレーク デュース有）

全試合セットブレーク方式（３ゲームを終わるまではエンドチェンジの休憩はできない）を採用します。

また、雨天の場合試合方法が変更になる場合があります。

⑤ 試合前の練習はサーブ４本のみとします。

⑥ 全試合セルフジャッジで行います。

⑦ ルールはルールブックに準ずる。

⑧ 雨天の場合、当日大会会場で確認して下さい。電話による問い合わせはお断りします。

⑨ 試合球は、ダンロップフォート・イエローです。

⑩ けいれん、その他の故障による中断は認めません。応急処置のみとします。

⑪ 試合中の事故、トラブルについては大会本部は一切責任を負いません。

⑫ 各人の持ち物は自分で管理してください。大会本部は一切責任を負いません。

⑬ 各人のゴミは各人で持ち帰ってください。

⑭ 駐車場が狭いので出来るだけ相乗りでのご来場をお願いします。

秋の市民体育祭の出場資格権は、シングルスベスト8　ダブルスベスト4のペア
です。出場権を獲得された選手には連絡先をお聞きします。

賞品は三位までになっております。



第48回　若松区新人戦テニストーナメント大会（兼市民体育祭若松予選 ）

男子シングルス
6/11(土） 1R 2R 3R SF F SF 3R 2R

1 神田　光太 スプラッシュ 石田　蒼真 高稜高校 18

11:00
2 柳川　智樹 シャボン玉

10:00
森田　祥平 シャボン玉 19

3 松平　晧大 高稜高校

4 前野　蓮 若松高校 澤田　貴之 高稜高校 20

10:00 11:30

5 松下　颯心 高稜高校 港　康佑 日揮触媒化成 21

6 樽岡　佑月 高稜高校 小川　敦史 高稜高校 22

10:00 11:30

7 西村　恋桜 高稜高校 林　静 若松高校 23

8 楠本　歩叶 若松高校 大場　一歩 高稜高校 24

10:30 11:30

9 荒嶽　快 高稜高校 薬師寺　凰太 高稜高校 25

10 梶原　潤 シャボン玉 伊藤　功太郎 フリー 26

10:30 12:00

11 横谷　海翔 高稜高校 濱島　和也 高稜高校 27

12 松本　遼馬 高稜高校 小川　虹 若松高校 28

10:30 12:00

13 徳島　彰 若松高校 柴田　聖也 高稜高校 29

14 松下　亮 フリー 波多野　陽人 高稜高校 30

11:00 12:00

15 香山　颯太 高稜高校
シード

薬師寺　優太 高稜高校 31

16 福田　智也 高稜高校
1.神田　光太

山下　泰輝 若松高校 32

11:00
2.野瀬　颯

12:00

17 佐竹　優大 高稜高校 野瀬　颯 高稜高校 33



1R 2R SF F SF 2R

1
薬師寺　凰太 高稜高校 樽岡　佑月 高稜高校

10
野瀬　颯 高稜高校

9:30

澤田　貴之 高稜高校

2
前野　蓮 若松高校

高畑　遥仁 若松高校 9:00 川原　貴佳 シャボン玉
11

3
大場　一歩 高稜高校 森田　祥平 シャボン玉

福田　智也 高稜高校

4
柏田　真吾 日揮触媒化成 楠本　歩叶 若松高校

12
港 　康佑 日揮触媒化成

9:30 10:00
林　静 若松高校

5
小川　敦史 高稜高校 柴田　聖也 高稜高校

13
松下　颯心 高稜高校 薬師寺　優太 高稜高校

6
石田　蒼真 高稜高校 西村　恋桜 高稜高校

14
松本　遼馬 高稜高校

9:30 10:00
松平　晧大 高稜高校

7
梶原　潤 シャボン玉 香山　颯太 高稜高校

15
柳川　智樹 シャボン玉 濱島　和也 高稜高校

8
波多野　陽人 高稜高校 殿畑　湧心 若松高校

16
横谷　海翔 高稜高校

9:30
シード

10:00
中川　月獲 若松高校

9
小川　虹 若松高校 なし 佐竹　優大 高稜高校

17
山下　泰輝 若松高校 荒嶽　快 高稜高校

wltc
wltc:




第48回　若松区新人戦テニストーナメント大会（兼市民体育祭若松予選 ）

女子シングルス

6/11(土）

1R 2R SF F SF 2R

1 関島　由歩 高稜高校 中谷　美幸 高稜高校 10

10:00 9:30
2 古賀　瑞希 若松高校

9:00
阿草　姫七 若松高校 11

3 井口　遥 高稜高校

三戸　姫菜 高稜高校 12

4 石田　沙奈 高稜高校
9:30

9:00

5 安永　恵 高稜高校 江頭　菜有 スプラッシュ 13

6 辻井　知代子 三萩野クラブ 垣内　乙女 高稜高校 14

9:00 9:30

7 田中　真桜 高稜高校 寺本　優月 高稜高校 15

8 井本　菜摘 若松高校 松田　華凜 若松高校 16

9:00 9:30

9 迫　莱和 高稜高校
シード

松崎　愛華 高稜高校 17
1.関島　由歩

2.松崎　愛華

3.辻井　知代子



6/12(日）
1R 2R SF F SF 2R 1R

1
辻井　知代子 三萩野クラブ 関島　由歩 高稜高校

9
高橋　陽湖 三萩野クラブ 迫　莱和 高稜高校

2 bye bye 10

10:00 10:30

3
古賀　瑞希 若松高校 江頭　菜有 スプラッシュ

11
松田　華凜 若松高校

9:00 9:00
竹田　涼帆 スプラッシュ

4
垣内　乙女 高稜高校 寺本　優月 高稜高校

12
井口　遥 高稜高校 田中　真桜 高稜高校

5
柚木　典子 J＆J 阿草　姫七 若松高校

13
竹森　由紀子 フリー

9:00
井本　菜摘 若松高校

6 bye
安永　恵 高稜高校

14

10:30 10:30
三戸　姫菜 高稜高校

7 bye bye 15

8
松崎　愛華 高稜高校 シード 鷲崎　小夜子 芦屋TC

16
中谷　美幸 高稜高校 1.辻井 高橋 大垣　明子 TTC


