平成 29 年度

第 47 回東北学生選抜室内テニス選手権大会要項

主催

東北学生テニス連盟

後援

東北テニス協会

特別協

ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社

日程

平成 29 年 12 月 22 日(金)～12 月 24 日(日)

会場

シェルコム仙台（オムニコート）

種目

男子シングルス・ダブルス、女子シングルス・ダブルス

試合方法

トーナメント方式
3set match(各セット共 6game all 後 ITF 方式タイブレーク、
ダブルスはファ
イナルセットスーパータイブレーク)
ブリヂストン XT-8

使用球

申し込み資格 東北学生テニス連盟加盟者で加盟校選手登録票に記載されている者
選抜基準

平成 29 年度東北学生テニスポイントランキングに基づき、上位者(ペ
ア)より選抜してゆく
男子シングルス…16 人＋補欠 3 人、男子ダブルス…8 ペア+補欠 2 ペア

選抜者数

女子シングルス…8 人+補欠 2 人、女子ダブルス…8 ペア+補欠 2 ペア
エントリー締切

11 月 22 日(水)23:00 までに下記のアドレスまで。

エントリー送信先 総務 篠宮 岳志
e-mail

エントリー費

tohokugakuren2017@yahoo.co.jp

単 2500 円／1 人

複 3000 円／1 ペア

※ 申し込み、補欠の時点ではエントリー費は発生しません
エントリー費は会場で直接払ってください
ディレクター

峰 直希

レフェリー

松本 大輝

参考…昨年の本大会では下記の成績が大会出場のボーダーとなっていました
男子単…平成 29 年度東北学生テニス春季トーナメント大会(以下春と略)または
平成 29 年度東北学生テニス選手権大会(以下夏と略)においてベスト 32 以上
男子複…春または夏においてベスト 16 以上
女子単…春または夏においてベスト 16 以上
女子複…春または夏においてベスト 8 以上

質問等連絡先…篠宮 岳志

e-mail

tohokugakuren2017@yahoo.co.jp

峰

直希 ℡090-5440-0679

e-mail

mine_naoki@yahoo.co.jp

※｢出場できますか?｣という質問には正確にはお答えできません。

平成29年度

東北学生選抜室内テニス選手権大会

注意事項
・全日程9：00～9：50までをプラクティスコートとして開放します。22日は当日8：50ま
で、23,24日は前日18：30までに希望者はサインアップをしてください。尚、プラクティ
スボールは各自用意してください。
・第1日目、22日は10：00よりドロー抽選を行いますので、出場選手は本部席前にお集ま
りください。
・大会は Order of play となります。サインアップを行う必要はありません。
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※22,23日は22:00まで、24日は17:00までコートを取っています。
※22,23日のラストマッチは18:30、ラストゲームは19:00を予定しておりますが、進行状況
によって変わることがあります。
※試合はすべて３セットマッチとします。各セットとも６ゲームオール後ＩＴＦ方式１
２ポイントのタイブレークとします。ダブルスはファイナルセットスーパータイブレーク
方式(10ポイント先取)とします。
※ウォーミングアップは、10分間とします。

その他注意事項は学連席前に張り出し、お知らせします

平成29年度 東北学生選抜室内テニス選手権大会
《出場者リスト》
1
2
3
4

男子シングルス
村山 和希（学院大）
須賀川 竜馬（福島大）
伊藤 悠馬（富士大）
遠藤 義輝（仙台大）
大久 一真（仙台大）
遠藤 亜蘭（仙台大）
三浦 涼太（青学大）
三上 由来（青森大）
照井 悠斗（仙台大）
田村 直賢（岩医大）
田村 融佑（富士大）
遠沢 竜駄（青森大）
安宍 佑哉（青森大）
川崎 涼平（日大工）
浅水 幸樹（青森大）
緒方 優介（東北医）

女子シングルス
1 柏倉 葉月 （学院大）
2 邊見 文香 （仙台大）
高内 麗 （富士大）
千代 和 （仙台大）
小林 茉由 （学院大）
齋藤 千紗 （学院大）
佐藤 あさ美 （学院大）
齋藤 里奈 （仙台大）

男子ダブルス
1 小橋 佳教 / 寺嶋 祐大 （東北大）
2 三浦 幹太 / 三輪 周平 （東北大）
竹内 健人 / 遠沢 竜駄 （仙台大/ 青森大）
峰 直希 / 小西 陸渡 （東北大）
田村 融佑 / 田村 直賢 （富士大/岩医大）
伊藤 悠馬 / 遠藤 亜蘭 （富士大/仙台大）
大久 一真 / 庄司紫音 （仙台大/青森大）
坪和 優佑 / 川崎 涼平 （東北大/日大工）

女子ダブルス
1 小林 茉由 / 柏倉 葉月 （学院大）
2 高内麗 / 柴崎 恭歌 （富士大/福祉大）
千代和 / 邊見 文香 （仙台大）

佐藤あさ美 / 齋藤 千紗 （学院大）
齋藤里奈 / 福士 真由 （仙台大）

二ッ森杏菜 / 長井 雛乃 （学院大）
赤崎晶穂 / 蒔田 彩渚 （仙台大）

中村智花 / 尾崎 留唯 （東北大）
※数字はシード番号です

《補欠選手リスト》
男子シングルス
竹内 健人 （仙台大）
三輪 周平 （東北大）
三浦 幹太 （東北大）

男子ダブルス
浅水 幸樹 / 小田 祐輔 （青森大）
遠藤 義輝 / 三浦涼太 （仙台大/青学大）

女子シングルス
赤崎 晶穂 （仙台大）
福士 真由 （仙台大）

女子ダブルス
成塚 瑞希 / 遠藤 綾子 （仙台大）
橋浦 あすか / 中田 美沙希 （仙台大/学院大）

※補欠選手は、エントリー時点ではエントリー費はかかりません。
※補欠選手が必ず出場できるとは限りません。
※同じ戦績の選手は学連が抽選を行い優劣をつけました。

