
２００５

第２２回茨城県小学生テニス選手権大会

（ ）兼全国小学生テニス選手権大会選考会

平成１７月４月９日（土 ・予備日１０日（日）日時： ）

会場：笠 松 運 動 公 園 庭 球 場

主催：茨 城 県 テ ニ ス 協 会

主管：茨城県テニス協会ジュニア委員会

協賛：株式会社 ダンロップスポーツ



大会役員

名誉会長 須藤 信久

大会会長 直井 啓吾

大会副会長 星 通・黒澤 弘忠・掛札 岩男

大会顧問 高橋 酉蔵・宗光 厚・久保田 護・勝田 茂

保坂 和・保坂 嘉男・赤石 純・河井 章

太宰 俊吾・清水 正亜・横澤 邦重・小林 義広

大会委員長 三国 晃

大会副委員長 清野 順一・宗形 信二

大会委員 青山 三郎・脇坂 賢司・米川 出・坂田 寛

三村 玄・今村 正興・佐藤 匡広・赤岡 信雄

高橋 功・永岡 浩・上野 信行・長野 修

鈴木 英哉・松本 芳男・岡野 清次・宮原 康弘

浅野亜生子・松本 顕悟・木川 眞・野口 礼三

赤荻 宏幸・田上 健一・古城 広信・姫田雄一郎

吉田 洋

運営委員

トーナメント・ディレクター 吉田 洋

アシスタント・ディレクター 木村 邦子

トーナメント・レフェリー 石川 貴之

競 技 役 員 平野 徳浩・正木 和美・小神野英男

野本由美子・上田憲太郎・沼尻 満男

・稲葉 勉 鈴木 正人酒井 勇樹 ・



大 会 注 意 事 項

１．受 付 プレーできる服装になって、開会式の１０分前まで（８：４０まで）

に本部に届けること。

２．試合開始 試合の呼び出しを受けたら、１０分以内に試合を始めてください。

前の試合終了後、１０分以内にコートに入らないと失格となります。

３. 試合球 ダンロップフォート・イエロー（１試合２個とします ）。

４．試合方法 １セットマッチ（６－６ ７ポイントタイブレーク）とします。

また、初戦敗退者によるコンソレーションを各試合６ゲーム先取

（ノーアドバンテージ）で行う予定です。

※天候、試合進行状況等により試合方法が変更になる場合があります。

５．ｳｵｰﾐﾝ ｱｯ サービス４本のみとします。グ プ

６．結果報告 試合終了後、勝者が速やかにボールを持参し、本部に届けること。

７．ルール ・試合中 「けいれん」のための処理時間は認めません。、

・試合中は、どんなアドバイスも受けてはなりません。これを繰り返

したプレーヤーや、コーチした人は退場させられることがあります。

・試合中、無断でコートを離れた場合は、失格になりますので注意し

ましょう。

・服装は上下ともテニスウエアとします （上：えり付きのシヤツ、。

下：シヨートパンツまたはスコート、ロゴは13平方㎝以内）

トレーナ、ウオームアップウエア、Ｔシャツを着たまま、試合は（

出来ません ）。

・審判は 全てセルフジャッジです。

（2005年度コートの友を理解して試合に望んでください ）。

８．天 侯 天気が悪く、試合があるか、ないか、わからないときもいったん会場

に集まること。

９．日程変更 翌日試合があるときは、次の日程をレフェリーに必ず確認しましょう。

10. きれいに！ ゴミは 各自持ち帰るようにしましょう。

11．日 程 表・ ・

８：５０ 開会式

４月 ９日（土） ９：００ 試合開始

Ｆまで３位決定戦、

４月１０日（日） 予 備 日

＊受付は、開会式１０分前までに済ませてください。



歴 代 記 録

第 １回 １９８４年
優勝 男子 野口 健一 （ 小） 優勝 女子 道上 静香 （ 白方小）真壁関城東 東海
準優勝 野口 和道 （ 小） 準優勝 山岸 尚 （ 小）真壁関城東 土浦下高津

第 ２回 １９８５年
優勝 男子 野口 健一 （ 小） 優勝 女子 山崎 （ 阿見小）真壁関城東 稲敷
準優勝 野口 和道 （ 小） 準優勝 米村奈緒子 （ 第２小）真壁関城東 牛久

第 ３回 １９８６年
優勝 男子 小野 雅典 （ ｹ 小） 優勝 女子 木下 尚 （ ）水戸梅 丘 ひたちなか市毛小
準優勝 道上 大雄 （ 白方小） 準優勝 山崎 （ 阿見小）東海 稲敷

第 ４回 １９８７年
優勝 男子 野口 康二 （ 小） 優勝 女子 木下 尚 （ ）真壁関城東 ひたちなか市毛小
準優勝 道上 大雄 （ 白方小） 準優勝 米村奈緒子 （ 第２小）東海 牛久

第 ５回 １９８８年
優勝 男子 野口 康二 （ 小） 優勝 女子 柴沼 広美 （ 小）真壁関城東 つくば並木
準優勝 道上 大雄 （ 白方小） 準優勝 森村 夕香 （ 成沢小）東海 日立

第 ６回 １９８９年
優勝 男子 山谷 英潤 （ 右粫小） 優勝 女子 森村 夕香 （ 成沢小）土浦 日立
準優勝 山谷 和広 （ 右粫小） 準優勝 峰崎亜矢子 （ 小）土浦 常陸太田瑞竜

第 ７回 １９９０年
優勝 男子 柴沼 秀篤 （ 小） 優勝 女子 後藤美奈子 （ 東 小）つくば並木 土浦
準優勝 中内 祐介 （ 小） 準優勝 上野 加奈 （ ）つくば二の宮 ひたちなか市毛小

第 ８回 １９９１年
優勝 男子 柴沼 秀篤 （ 小） 優勝 女子 角 恵子 （ 稲 小）つくば並木 取手
準優勝 林 武男 （ 羽鳥小） 準優勝 斉藤美和子 （ 文 小）水戸 利根

第 ９回 １９９２年
優勝 男子 滑川 昭 （ 成沢小） 優勝 女子 斉藤 香織 （ 文 小）日立 利根
準優勝 中内 貴史 （ 小） 準優勝 照沼 梨恵 （ 真鍋小）つくば二の宮 土浦

第１０回 １９９３年
優勝 男子 滑川 昭 （ 成沢小） 優勝 女子 石田 純子 （ 中丸小）日立 東海
準優勝 小島 大将 （ 赤塚小） 準優勝 武井 聡子 （ 中丸小）水戸 東海

第１１回 １９９４年
優勝 男子 黒沢 一斗 （ ） 優勝 女子 辻 麻衣子 （ 第二小）ひたちなか平磯小 古河
準優勝 神山 翔 （ 小） 準優勝 宮武 信乃 （ 仲町小）つくば二の宮 日立

第１２回 １９９５年
優勝 男子 青木 亮 （ ） 優勝 女子 宮武 信乃 （ 仲町小）真壁 関城東小 日立
準優勝 阿部 亮平 （ 滑川小） 準優勝 照沼 真梨 （ 真鍋小）日立 土浦

第１３回 １９９６年
優勝 男子 青木 亮 （ ） 優勝 女子 佐々木 愛 （ ）真壁 関城東小 つくば手代木南小
準優勝 山村 満 （ ） 準優勝 辻 麻里子 （ 第二小）ひたちなか市毛小 古河

第１４回 １９９７年
優勝 男子 青木 亮 （ ） 優勝 女子 細貝 沙織 （ 大沼小）真壁 関城東小 日立
準優勝 山村 満 （ ） 準優勝 斉藤麻里英 （ 白方小）ひたちなか市毛小 東海

第１５回 １９９８年
優勝 男子 仁木 拓人（ ) 優勝 女子 細貝 沙織 （ 大沼小）つくば 手代木南小 日立
準優勝 臼井 強 （ ) 準優勝 佐々木 優 （ )日立 助川小 つくば 手代木南小

第１６回 １９９９年
優勝 男子 仁木 拓人（ ) 優勝 女子 小室みづき （ 大沼小）つくば 手代木南小 日立
準優勝 佐藤 優哉（ ） 準優勝 高森 郁 （ )水戸 茨大附属小 常陸太田 世矢小

第１７回 ２０００年
優勝 男子 佐藤 優哉（ ） 優勝 女子 阿久津 朋（ )水戸 茨大附属小 ひたちなか 那珂湊第一
準優勝 細谷 亮太 ( ) 準優勝 瀧澤 晴佳 （ )茨城 川根小 谷和原 小絹小

第１８回 ２００１年
優勝 男子 井伊 俊介（ ） 優勝 女子 （ ）つくば 並木小 ひたちなか 堀口小浦川 桃子
準優勝 細貝 龍彦（ ） 準優勝 細貝 詩織 （ ）日立 大沼小 日立 大沼小

第１９回 ２００２年
（ ) ( )優勝 男子 井伊 俊介 優勝 女子 難波 沙樹子つくば 並木小 日立 宮田小

（ ）準優勝 川崎 光 準優勝 細貝 詩織( )常陸太田 西小沢小 日立 大沼小

第２ 0回 ２００３年
（ ）優勝 男子 川崎 光 優勝 女子 細貝 詩織( )常陸太田 西小沢小 日立 大沼小

槙 沙也花（ ）準優勝 準優勝宇都宮 武志 （つくば大曽根小） 日立 金沢小

第２ 1回 ２００4年
日立 金沢小 （土浦 神立小）優勝 男子 優勝 女子槙 翔太郎 （ ） 生方 理子
水戸 双葉台小 （結城 結城小）準優勝 本多 健太 （ ） 準優勝 保坂 美穂



練習コートについての注意

笠松コートは８：３０まで一般の方への貸し出コートに

なっていますので利用できません。練習したい選手は各自

コートを予約して利用料をお支払いください。



男子シングルス 2005 第22回茨城県小学生テニス選手権大会

１Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ

３位決定戦

シード順位
1.　　槙翔太郎 5～８飯田貴文
2.　　山瀬純平 5～８黒澤克哉
3～4.沼尻啓介 5～８新口拳人
3～4.斉藤拓 5～８岡田崇宏

新口　拳人

出頭　悟

萩谷　修平

白方小

下高津小

日高小

緑岡小

高野小

大賀小宇留野　直樹

浜田小

石神小

高野小

結城小

金沢小

村松小

茨大附属小

大同東小

槙　翔太郎

斉藤　拓

大生小

岡田　崇宏 東小

大同東小

大野原西小

滑川小

桜南小

石川小

金沢小

2 多賀　俊明 日高小

1

吉田小

5 北坂　裕太

3 伊藤　和也

4 津島　巧

7

6 大高　央一

塩田小

横倉　唯

9 飯島　健斗 鉢形小

8 岡崎　丈二

11 吉川　和希 茨大附属小

10 宮原　健太

13

草野　公則 谷田部南小

12 岡部　翔平

芳賀　祐介

15 磯野　貴一 平井小

14

17

16 保坂　真太郎

19 山本　学人

18

21 市村　憂 稲田小

20 前田　尚樹

23 高橋　亨太 竹園西小

22 徳川　宗茂

25 石川　岳 外野小

24 鈴木　光

27 神取　優介 鹿島小

26 松本　拓人

29

28

31 砂押　健太

30 海老根　荘

33

32



男子シングルス 2005 第22回茨城県小学生テニス選手権大会

１Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ

岡村　智明 桜が丘小

37 石塚　健太郎

34 飯田　貴文 上中妻小

35

茨大附属小

36 安河内　励 市毛小

38 野本　太郎 栄小

三笠小

39 安河内　冴 市毛小

40 増子　和希 松代小

45 中野　康彰 五軒小

41 飯島　光修 三笠小

42 花田　佳端也

43 丸田　真生 五霞東小

44 小野瀬　航平 大賀小

46 後藤　直人 久慈小

47 中島　健太郎 牛久小

48 大島　凱斗 友部小

49 沼尻　啓介 栄小

50 黒澤　克哉 波野小

51 小林　亮太 笠原小

52 飯笹　大介 松代小

53 金沢　達郎 助川小

54 荻沼　夏暉 吉沢小

55 岩崎　歩 荒川沖小

56 平　佳矢 並木小

57 宇都宮　宙 大曽根小

58 皆藤　翔太 友部小

59 中谷　怜史 外野小

60 山田　青葉 松代小

61 横田　匡孝 息栖小

62 小嶋　巧 松前台小

63 川崎　正聡 茨大附属小

64 中桐　俊太郎 梅ヶ丘小

茎崎第一小65 山瀬　純平



女子シングルス 2005 第22回茨城県小学生テニス選手権大会

１Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ

シード順位 ３位決定戦
1.　　保坂美穂 5～８古川鈴夏
2.　　沼尻泰代 5～８森崎可南子
3～4.赤松理美 5～８吉澤綾華
3～4.森元なつみ 5～８大槻真鈴

5

二の宮小

小林　憂衣 三笠小

井口貴美 東小

沢山小

沢山小

三和小

32 小池　悠菜 日の出小

森崎可南子

赤松　理美

柳橋小

6 角田　碧

7 末満　きらり

8

10 森元なつみ

大同西小

諏訪小

25

11

21 角田　栞

24

大川　沙也加

17

鈴木　真衣子

大槻　真鈴

古川　鈴夏

15 岡本　千明

16

18

高野　美咲

13

細谷　彩夏

東小

中根小

波野小

9

14

夏海小

吉澤　綾華

12

井口　里佳

浅野　彩 茨大附属小

東小

結城小

茨大附属小

松前台小

3 合戸　奈々

4 藤井　栞

1 保坂　美穂

22

23 藤原　冴子

20

19

西豊田小

大野原西小

高野小

緑川　知恵子 右籾小

金澤　雅英 豊津小

沢山小

佐竹　柚香

30 岡部　瞳 松前台小

林　茉里 小絹小

小室　里菜 右籾小

野本　星空

29

栄小

31 緑川　由紀子 右籾小

三笠小

33

北文間小飯田　紗里花2

27

26

沼尻　泰代

栄小28


