
平成３０年度 東京都高等学校ソフトテニスシングルス大会要項 

 

１ 目  的 シングルスの普及・強化を目的として実施 

 

２ 主催・主管 東京都高等学校体育連盟・ソフトテニス男子専門部 

 

３ 日  時 予 選：平成３１年 ２月１７日（日）  

決 勝：平成３１年 ２月２４日（日）  

予備日：未定 

 

４ 会  場 各学校会場テニスコート 他 

 

５ 試合形式 男子個人戦［シングルス］トーナメント 

５ゲームマッチ 

ベスト３２決めから７ゲームマッチ（予定） 

（財）日本ソフトテニス連盟ソフトテニスハンドブックによる 

 

６ 出場枠について 

 学 校 枠：各学校から４名（本部推薦枠の選手を除き、４名まで出場できます。） 

 本部推薦枠：新進大会個人戦において、ベスト１６以上の選手（ペアの２人とも）、

およびベスト 128 以上のうちどちらか１名 

※学校枠、本部推薦枠ともに、選手の変更出場は認めません。 

 

７ 参 加 費 １人 １，０００ 円 

 

８ 申込方法 ダブルス個人戦申込同様とする。 

（高体連ブログのシングルス大会申込みページから、データ入力後、 

印刷してからデータ送信、印刷した大会申込書は事務局校へ郵送。 

［雪谷高校加藤先生まで］参加費は、銀行振込） 

 

        申込締切日：１月２５日（金） 

 

９ 推  薦 平成３１年度 ハイスクールジャパンカップ［シングルス］への推薦は

本大会優勝者とする 

 

10 そ の 他 大会参加にあたっての諸注意など、詳細はホームページに掲載する 

 

11 問い合わせ  大会に関する問い合わせは、下記にお願いします。 

  〒１８６－０００４ 東京都国立市中３－１－１０ 

  桐朋高等学校内 下和田 貴之 

  TEL０４２－５７７－２１７１  FAX０４２－５７４－９８９８ 



要項

159234 青稜 塩田 渡辺
161046 早稲田実業 渡邉 吉田
159258 専大附 遠山 菅原

159876 日大鶴ヶ丘 伊郷 木庭
158534 清瀬 須藤 小林
159296 高島 茂内 中村
160889 駒大 小宅 大川
308991 豊南 増子 江上
158534 清瀬 北村 児玉
158534 清瀬 山縣 渡邊
159876 日大鶴ヶ丘 石川 川口
160889 駒大 佐藤 石川
308991 豊南 水本 市川
321686 明法 伊藤 河野
321686 明法 金倉 田代
323451 練馬 石曽根 吉田

158534 清瀬 松本 中村

158534 清瀬 中川 古矢

158534 清瀬 山内 内田

158534 清瀬 亀井 林

158534 清瀬 宗万 岡部

158558 錦城 橋本 新井

158558 錦城 倉畑 須田

158664 佼成学園 永田 塩津

158664 佼成学園 横沼 井上

158664 佼成学園 松村 菅原

158718 国分寺 鈴木 白石

158770 小松川 稲田 木内

158770 小松川 国府田 吉山

158770 小松川 井上 宮崎

158978 昭和 赤羽 井上

158978 昭和 櫨山 松井

159012 新宿 藤井 金子

159104 城北 石川 長谷川

159104 城北 安田 三重堀

159104 城北 内藤 佐藤

159234 青稜 林 黒岩

159234 青稜 松田 蓑田

159234 青稜 伏見 水上

159258 専大附 飛田 北島

159258 専大附 伊藤 西田

159258 専大附 横井 樋口

159296 高島 江原 小野澤

159296 高島 鈴木 村上

159296 高島 関 中村

159296 高島 高橋 櫻井

159296 高島 染谷 北村

159296 高島 田中 佐藤

159296 高島 榊枝 矢部

159326 拓大一 田中 稲倉

159326 拓大一 中井 佐々木

159746 東海大菅生 澤井 田中

159746 東海大菅生 村上 武田

159746 東海大菅生 鮎川 奈良

159746 東海大菅生 篠原 渡部

159753 東海大高輪台 高波 小見山

159845 西 瀧脇 大井

159890 日大豊山 輿石 野口

159890 日大豊山 中山 安田

159890 日大豊山 日高 高嶋

159890 日大豊山 熊原 堤

159890 日大豊山 植草 横田

160162 日比谷 佐々木 三森

160162 日比谷 中 安達

160308 文京 松本 内山

160308 文京 高橋 二見

160308 文京 山本 橋本

160544 武蔵丘 佐藤 田邉

160544 武蔵丘 山田 大橋

160742 麻布 雨宮 八木

160759 足立学園 菊地 川島

160827 開成 三浦 安井

160889 駒大 田村 石井

160889 駒大 粟野 西條

160889 駒大 加藤 新井

160889 駒大 銅城 田嶋

160889 駒大 宮本 和合

160896 駒場東邦 井上 岡田

160940 芝 山田 寺尾

161008 東京実業 白井 高橋

161008 東京実業 田中 島田

161008 東京実業 小田 岡部

161008 東京実業 仁科 三上

161015 桐朋 佐藤 若林

161015 桐朋 山口 佐藤

161015 桐朋 山本 比留間

161022 早稲田 冨田 中村

161039 早大学院 山口 山岸

161039 早大学院 寺嶋 小野

161039 早大学院 秋本 花井

161039 早大学院 菊地 石塚

161046 早稲田実業 高尾 佐藤

161084 錦城学園 菅波 江川

161084 錦城学園 薄木 児玉

161688 学大附 百田 杉澤

161817 国立 古屋 武田

162005 狛江 髙瀬 市瀬

162043 小山台 原田 片岡

162043 小山台 中谷 中村

162746 千代田 松山 山内

162746 千代田 大嶋 針谷

162906 東京立正 新井 佐藤

162906 東京立正 加賀 森山

162906 東京立正 大野 石井

163491 富士森 三木 草野

163491 富士森 小髙 平戸

163545 福生 加藤 髙橋

163545 福生 菅 市川

308991 豊南 髙橋 髙山

308991 豊南 箱崎 小坂

308991 豊南 坂上 山川

308991 豊南 高橋 小田島

308991 豊南 飯塚 加藤

308991 豊南 岡部 三上

308991 豊南 倉知 清水

308991 豊南 田中 秋谷

308991 豊南 難波 小澤

308991 豊南 小浦 芹澤

308991 豊南 柳田 長谷川

321686 明法 松井 甲斐

321686 明法 石渡 佐藤

321686 明法 小野田 松村

321686 明法 冨安 荒川

321686 明法 渡邉 服部

321686 明法 山本 荒木

323451 練馬 吉岡 野見山

323994 葛飾野 竹田 生田

500609 小岩 川島 吉澤

＊新進個人の結果のみ
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