
令和元年度 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：令和２年 ２月１６日（日）  

決 勝：令和２年 ２月２３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４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。） 

[1]印刷した大会申込書は校印を押して PDF にする。 

[2]PDF データを e-mail で taikai@hsmstc.com に送付。 

[1]･[2]が対応できない場合 

→印刷した大会申込書に校印を押して 03-6700-6590 へＦＡＸ。 

※⼤会参加申込書原本は、参加選手が任意会場で提出。 

※参加費は、銀行振込。 

   ※申込締切日：１月２９日（水） 

 

９ 推  薦 令和２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 



シングルス大会　参加申し込み人数（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。）

158534 清瀬 中川 小林 158107 上野 福間 小池 160865 工学院 太田 谷部

158664 佼成学園 永田 井上 158268 桜美林 木村 秦野 160889 駒大 宮田 田中

159234 青稜 塩田 渡辺 158534 清瀬 宗万 後藤 160889 駒大 福島 西條

159234 青稜 松田 蓑田 158534 清瀬 山本 村上 160889 駒大 宮本 赤塚

159890 日大豊山 木下 高山 158534 清瀬 佐々木 飯沼 160889 駒大 寺部 柿沼

159890 日大豊山 中山 高嶋 158534 清瀬 松尾 鵜木 160919 明治 成田 松山

160889 駒大 金端 稲荷 158534 清瀬 飯島 二宮 160926 明大中野 西良 和田

160889 駒大 粟野 田嶋 158534 清瀬 金丸 箱守 160940 芝 栽松 川島

160889 駒大 新井 増田 158534 清瀬 結城 古矢 161008 東京実業 小田 島田

161039 早大学院 山口 山岸 158558 錦城 松村 水口 161008 東京実業 安達 菅原

161084 錦城学園 薄木 江川 158664 佼成学園 松村 菅原 161015 桐朋 山本 若林

308991 豊南 増子 小坂 158664 佼成学園 上杉 小名木 161039 早大学院 岡田 松井

308991 豊南 岡部 清水 158664 佼成学園 林 高橋 161046 早稲田実業 吉田 立野

308991 豊南 飯塚 三上 158664 佼成学園 塩津 印南 161046 早稲田実業 榎本 大町

321686 明法 澤田 田代 158664 佼成学園 増田 三浦 161084 錦城学園 加藤 姉川

321686 明法 冨安 荒川 158664 佼成学園 横川 五井 161084 錦城学園 佐藤 齋藤

158718 国分寺 國井 蜂須賀 161213 足立西 内田 井野

158770 小松川 鴫原 稲田 161381 江戸川 榮木 梅原

158923 淑徳 田中 五十嵐 161817 国立 陣内 向井田

158923 淑徳 田村 安蛭 162043 小山台 中谷 中村

158923 淑徳 永井 清水 162746 千代田 大嶋 針谷

158978 昭和 岸 鈴木 162906 東京立正 新井 増谷

158978 昭和 元永 尾藤 162906 東京立正 佐藤 水津

159104 城北 室田 福田 163491 富士森 小髙 平戸

159234 青稜 砂田 黒岩 163491 富士森 三木 草野

159234 青稜 林 水上 163491 富士森 池田 村田

159234 青稜 中野 中武 163545 福生 松崎 友野

159258 専大附 三上 北島 163545 福生 本沢 榎本

159296 高島 柴田 佐藤 163545 福生 中島 市川

159296 高島 江原 村上 163590 文大杉並 野﨑 石橋

159296 高島 鈴木 中村 163590 文大杉並 須田 橋本

159296 高島 榊枝 櫻井 300629 雪谷 清水 平光

159296 高島 高橋 山川 308991 豊南 小浦 松下

159326 拓大一 阿部 大野 308991 豊南 箱崎 加藤

159326 拓大一 川野 田野倉 308991 豊南 長谷川 芹澤

159326 拓大一 田中 稲倉 308991 豊南 青木 小澤

159715 戸山 鈴木 川田 308991 豊南 難波 秋谷

159715 戸山 松元 村田 308991 豊南 村上 佐野

159746 東海大菅生 臼井 田中 308991 豊南 西元 三浦

159746 東海大菅生 奈良 武田 308991 豊南 高橋 倉知

159753 東海大高輪台 高波 小見山 321686 明法 伊藤 荒木

159753 東海大高輪台 後藤 菊埼 321686 明法 鈴木 中山

159845 西 大井 高見 321686 明法 小野田 松村

159876 日大鶴ヶ丘 村田 伊東 321686 明法 山本 甲斐

159876 日大鶴ヶ丘 林﨑 川口 321686 明法 服部 佐藤

159876 日大鶴ヶ丘 伊藤 佐藤 321686 明法 渡邉 米澤

159876 日大鶴ヶ丘 岩崎 富永 321686 明法 中川 小野

159876 日大鶴ヶ丘 戸島 松井 321686 明法 河野 佐藤

159876 日大鶴ヶ丘 大熊 今野 321686 明法 吉嶺 関根

159890 日大豊山 淺野 植野 321686 明法 榎本 宮寺

159890 日大豊山 輿石 野中 321686 明法 石川 関塚

160162 日比谷 清水 細川 321686 明法 野栄 佐藤

160308 文京 山本 橋本 323451 練馬 井上 山本

160544 武蔵丘 本多 アルベス 478786 日工大駒場 川島 山本

160759 足立学園 菊地 小川 500609 小岩 増田 塩出

160759 足立学園 岡林 新田 500609 小岩 川島 地西

　新進大会ベスト１６　２名とも（下記３２名） 　新進大会ベスト１２８以上　ペアのうちどちらか１名（下記１１２組のうち１１２名）

本部推薦枠①対象者 本部推薦枠②対象者


