
第 29回 星野俊一杯 全会津シングルステニス大会 エントリーリスト 

一般男子 

 

  
名前 所属  名前 所属 

佐藤 有基 葵 高校  篠田 有希 ルバート 

猪狩 悠司 ザベリオ学園高校  鈴木 明大 ルバート 

大矢 雅樹 ザベリオ学園高校  辻  善文 ルバート 

後藤 芳宏 会津学鳳高校  間垣 真一 ルバート 

山口 健太 会津学鳳高校  佐治  泰 てにす友の会 

鈴木 雄貴 会津学鳳高校  木島  寛 てにす友の会 

渡部 勇樹 会津学鳳高校  秦  大輔 てにす友の会 

廣岡 大倭 会津学鳳高校  古川 恵一 てにす友の会 

遠藤  潤 会津学鳳高校  湊田 照孝 アミューズＴＣ 

鈴木 悠平 会津学鳳高校  大竹 悠哉 アミューズＴＣ 

横田  裕 会津学鳳高校  渡部 雄輝 アミューズＴＣ 

猪俣 圭吾 会津学鳳高校  浦井 高広 アミューズＴＣ 

小山 侑也 会津学鳳高校  渡部 恵毅 ＳＰＡＣＥ 

福地 健太 会津学鳳高校  井上 宏仁 ＳＰＡＣＥ 

小森 貴仁 会津学鳳高校  畑  俊啓 富士通 

高橋 秀斗 会津学鳳高校  倉沢 英之 富士通 

小池 雄大 若松商業高校  大川 裕司 会津ローン 

春日 宏太 若松商業高校  五十嵐睦朗 会津ローン 

岸  朋弘 会津高校  末永 健汰 会津大学 

志波 真英 会津高校  渡部 奨大 会津大学 

藤田 真粹 会津高校  鈴木 彬人 会津大学 

小関 英輝 会津高校  山野  拓 会津大学 

松本耕太郎 会津高校  永峯 康生 会津大学 

渡部 朋樹 会津高校  小林 鈴依 会津大学 

荒明 大貴 会津高校  中島 俊亮 Baww 

佐藤 芳隆 会津高校  佐野 秀太 Baww 

平田 智一 会津高校  高原 顕人 Baww 

高橋 勇太 会津高校  久家 教彰 Baww 

三鈷 和也 会津高校  湯田 駿也 Baww 

高橋 伸弥 会津高校  山口  孔 Baww 

岩田 拓深 会津工業高校  三留淳之介 昭和電工 

須貝 尚也 会津工業高校  石津 衛一 DASH 

佐藤 脩平 会津工業高校  竹野 海斗 丸善商事 

茂木 奨平 会津工業高校  小林 雄太 会津工業高校 

菊地  優 会津工業高校  平野 星斗 会津工業高校 

コルニア・ギデイオン 会津工業高校  渡部 敬太 会津工業高校 

星  元輝 会津工業高校  岩澤 拓磨 会津工業高校 



男子３５歳以上 

名前 所属 

香坂 和幸 てにす友の会 

菊地 裕行 てにす友の会 

高橋 直己 富士通 

川井 憲雄 てにす友の会 

安部 一哉 てにす友の会 

 

男子４５歳以上 

名前 所属 

一ノ坪久蔵 てにす友の会 

渡部  透 てにす友の会 

原  洋一 ムーンボール 

滝浪  真 ムーンボール 

 

一般女子 

名前 所属 

山口 真純 会津学鳳高校 

廣木千咲子 会津学鳳高校 

弓田 ひな 会津学鳳高校 

石木 優菜 会津学鳳高校 

油座 智美 会津学鳳高校 

平野希実子 会津学鳳高校 

酒井  涼 会津学鳳高校 

新田 知世 若松商業高校 

高橋 聖花 若松商業高校 

佐藤 未来 penGuin 

大川 真琴 penGuin 

太田三生子 ジャイアンツ 

高橋ひとみ ルバート 

篠田 理恵 ルバート 

永峯 優色 若松商業高校 

小椋 玲奈 若松商業高校 

大沼 彩乃 若松商業高校 

福島 里菜 会津高校 

 


