
№ 氏　　　名 所　　　属 1R 2R 3F QF SF Ｆ

竹野　弘規 丸善商事

今泉　壮規 郡山ＴＣ

岡田　隆靖 喜多方市テニス

市村　隆住 喜多方市テニス

小山　侑也 会津学鳳

福地　健太 会津学鳳

田中　亨 笠原工業ＴＣ

秋山　健治 笠原工業ＴＣ

木島　寛 てにす友の会

浦部　昌彦 県庁テニス部

山口　健太 会津学鳳

後藤　芳宏 会津学鳳

星　　孝一 富士通

大友　保治 大友電話

正木　仁朗 ＢａｗW

湯田　駿也 ＢａｗW

湊田　照孝 アミューズＴＣ

大竹　悠哉 アミューズＴＣ

須貝　尚也 会津工業

岩田　拓深 会津工業

鈴木　智徳 クロスロード

高柳　剛 ＩＣＴＣ

舟橋　明生 昭和電工

豊島　雄輝 赤ベコＴＣ

安部　一哉 てにす友の会

松山　邦夫 てにす友の会

藤田　真粹 会津高校

小関　英輝 会津高校

鈴木　明大 ルバートＴＣ

辻　　善文 ルバートＴＣ

菊地　克文 ルネサンス棚倉

青池　良美 ルネサンス棚倉

保志　圭吾 山大庭球部

鈴木　弦輝 富大ＨＡＲＤ

室井　照平 会津庭球塾

若林　経一 てにす友の会

平田　智一 会津高校

荒明　大貴 会津高校

饗庭　洋行 Ｔｏ－Ｂｅ

原　　雅人 ＲＡＳＨ

川井　憲雄 てにす友の会

古川　恵一 てにす友の会

岸　　明弘 会津高校

相田　修司 会津高校

渡部　恵毅 Ｓｐａｃｅ

高橋　直己 富士通

穴澤　良平 丸善商事

小峯　千幸 ダブルベーグル

香坂　和幸 てにす友の会

渡部　良一 フリー

秋山　晃大 会津学鳳ＯＢ

根本　修二朗 会津学鳳ＯＢ

久家　教彰 ＢａｗW

猪股　毅 てにす友の会

志波　真英 会津高校

佐藤　芳隆 会津高校

渡邉　浩司 昭和電工

吉川　和麻 昭和電工

篠田　有希 ルバートＴＣ

奥澤　厚 日本工機
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若林　克弥 ＨＩＴ

藤沢　柾輝 ＨＩＴ

菊地　優 会津工業

佐藤　脩平 会津工業

渡部　透 てにす友の会

秦　大輔 てにす友の会

河内　健太 フリー

西條　秀俊 フリー

佐藤　有基 葵高校

佐藤　勝太郎 会津工業

永峯　清彦 フリー

佐治　泰 てにす友の会

松本　耕太郎 会津高校

池田　徳輝 会津高校

加藤　智光 昭和電工

井上　宏仁 Ｓｐａｃｅ

鈴木　雄貴 会津学鳳

横田　裕 会津学鳳

茂木　奨平 会津工業
コルニア・ギディオン 会津工業

池田　久幸 ルバートＴＣ

木村　一美 ルバートＴＣ

菊地　利晴 ＲＴＯ

赤川　勝正 ＲＴＯ

横田　知明 昭和電工

佐野　秀太 ＢａｗW

伊藤　涼介 ザべりオ学園

鈴木　良輔 ザべりオ学園

諸橋　友良 ＸＥＢＩＯ

坂部　経洋 フリー

大葉　茂 ＳＯＴＣ

奥澤　孝幸 アドバンス

渡部　朋樹 会津高校

若林　省吾 会津高校

大川　裕司 会津ローン

五十嵐　睦朗 会津ローン

立花　佑太 筋肉ＴＣ

高瀬　翔 ＢａｗW

桑原　勇人 ＮＯＢＵ

郡司　亘 ＮＯＢＵ

坂内　俊介 ＢａｗW

渡部　光弘 ＢａｗW

猪股　昴昭 福島大学

新井田　和也 ラブＴＣ

水野　博文 三菱電機

上野　一貴 フリー

三留　淳之介 昭和電工

渋谷　洋太郎 昭和電工

滝浪　真 ムーンボール

原　　洋一 ムーンボール

濱辺　竜輔 アミューズＴＣ

浦井　高広 アミューズＴＣ

千葉　幸生 大熊ＴＣ

浅野　浩士 若松６中

猪狩　悠司 ザべりオ学園

瀧口　大地 ザべりオ学園

山口　孔 赤ベコＴＣ

高原　顕人 赤ベコＴＣ

福地　賢一 ルバートＴＣ

比地原　邦彦 フリー
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№ 氏　　　名 所　　　属 1R QF SF F

船生　裕太 いわきニュータウンＴＣ

穴澤　栄樹 いわきニュータウンＴＣ

小森　貴仁 会津学鳳

廣岡　大倭 会津学鳳

原　　周正 会津高校

髙久　風真 会津高校

土田　凌生 ザべりオ学園

大竹　紘生 ザべりオ学園

渡部　勇樹 会津学鳳

鈴木　康平 会津学鳳

高橋　勇太 会津高校

髙橋　伸弥 会津高校

矢澤　樹生 若松商業

春日　宏太 若松商業

山口　航平 会津高校

小林　雄祐 会津高校

大矢　雅樹 ザべりオ学園

中窪　黎太郎葵高校

高橋　秀斗 会津学鳳

遠藤　潤 会津学鳳

小林　雄太 会津工業

平野　星斗 会津工業

佐藤　壮 会津高校

三鈷　和也 会津高校

小池　雄大 若松商業

森合　翔平 若松商業

新田　幸世 会津ローン

新田　凌大 一箕中

Bye

ビギナー男子     

5

6

3

4

1

2

11

12

9

10

7

8

15 Bye

16

13

14



№ 氏　　　名 所　　　属 QF SF F

松浦　佳奈子 ラブＴＣ

竹野　礼子 丸善商事

新田　知世 若松商業

有田　真捺 若松商業

五十嵐　結 葵高校

佐藤　和可 葵高校

瓦井　寛子 ＲＡＳＨ

大場　裕子 ＲＡＳＨ

伏見　祐希 penGuin

室井　裕紀 penGuin

吉田　美子 山都ＴＣ

安部　リカ 竹田病院ＴＣ

渡辺　礼菜 penGuin

成田　智美 penGuin

高木加代子 ルネサンス棚倉

篠田　理恵 ルバートＴＣ

三笠　陽子 ラフィエスター

木暮　真由美 富士通

大川　真琴 penGuin

佐藤　愛 penGuin

小関　英美 フリー

北條　愛 フリー

遠藤　祥 さわやか

高橋　美香 富久山ＴＣ

高橋　ひとみ ルバートＴＣ

佐藤　郁江 penGuin

吉田　幸布 ザべりオ学園

村田　安子 ザべりオ学園

村岡　実果 会津高校

伊藤　佑衣 会津高校

大竹　梨沙 penGuin

佐藤　木来 penGuin

池田　真紀 ルバートＴＣ

高野　光江 さあくる
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№ 氏　　　名 所　　　属 1R QF SF F

源後　和子 富久山ＴＣ

野田　由紀子 ＳＵＮ　ＴＣ

弓田　ひな 会津学鳳

石木　優菜 会津学鳳

眞野　美夢 若松商業

大島　花月 若松商業

松川　玲奈 若六スポ少

大塚　彩華 若六スポ少

玄永　菜々子 会津高校

高畑　ありさ 会津高校

平野　希実子 会津学鳳

山口　真純 会津学鳳

渡部　麻由子 若六スポ少

瓜生　千雅 若六スポ少

鈴木　春菜 会津高校ＯＧ

鈴木　菜々子 会津高校

廣木　千咲子 会津学鳳

酒井　涼 会津学鳳

佐藤　美優 若松商業

小倉　玲奈 若松商業

鈴木　舞耶 若六スポ少

大関　陽菜 若六スポ少

永峯　優色 若松商業

大沼　彩乃 若松商業

海野　ミカ いわきニュータウン

竹野　みなみ 丸善商事
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