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ウィルソン ・ ブリヂストン ・ ミズノ 

プリンス ・ ヘッド ・ ゼット株式会社 

 

総合成績







優勝 吉田 慶子 郡山テニスクラブ / 竹野　礼子 丸善商事

準優勝 高橋　聖花 若松商業 / 永峯　優色 若松商業

３位 小松　規子 いわきNT / 矢部　貴子 いわきNT

優勝 正木　仁朗 会津S・B / 湯田　駿也 会津S・B

準優勝 若林　克弥 ＨＩＴ / 行成　大樹 ゴトーカー

３位 渋谷　洋太朗 赤べこＴＣ / 竹野　弘規 丸善商事

優勝 鈴木　舞耶 若松六中 / 大関　陽菜 若松六中

準優勝 吉川　ひより ザベリオ学園高校 / 真田　里菜 ザベリオ学園高校

３位 平塚　紀佳 若松六中 / 竹野　みなみ 赤べこＴＣＪｒ

優勝 森岡　大貴 フリー / 伊藤　俊祐 Blitz

準優勝 松本　晴司 ダウンザライン / 鵜沼　充幸 ダウンザライン

３位 菊地　利晴 RTO / 赤川　勝正 RTO

ビギナー男子

ビギナー女子

総合成績

第１５回ゼビオカップ兼第２７回全会津ダブルステニス選手権　　

一般女子

一般男子



consolation 1R 2R 3R QF SF F
若林 克弥 ＨＩＴ
行成　大樹 ゴトーカー 若林・行成

4 若林・行成

鈴木 康平 会津学鳳 61
4 渡部　琳久 会津学鳳 鈴木・渡部

鈴木　智徳 クロスロード 64
4 高柳　剛 ICTC 若林・行成

猪俣 昂昭 フリー 63
6 新井田　和也 BawW 猪俣・新井田

前田　恭男 ムーンボール 64
6 岡田 隆靖 ムーンボール 猪俣・新井田

60 渡邉　悠斗 会津学鳳ＯＢ 64
7 笹川　祐紀 会津学鳳ＯＢ 山口・高原

山口 孔 会津S・B 60
15 高原　顕人 会津S・B 若林・行成

大友 保治 会津S・B 63
10 星　孝一 富士通 大友・星

福島　靖英 SC.AMI 61
11 小池　常夫 SC.AMI 吉田・竹野

64 只浦　修治 てにす友の会 64
11 永峯　淸彦 フリー 吉田・竹野

吉田 響介 橘Ｊｒアカデミー 62
15 竹野　海斗 丸善商事 吉田・竹野

61 三鈷　和也 会津高校 64
13 佐藤　広崇 葵高校 渡部・柴野

渡部 陽介 赤べこＴＣＪｒ 62
15 柴野　日祐 赤べこＴＣＪｒ 諸橋・坂部

61 佐藤 有基 福島大学 75
15 佐藤 歩 福島大学 諸橋・坂部

諸橋 友良 XEBIO 64
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諸橋 友良 XEBIO 64
15 坂部　経洋 フリー 若林・行成

62 福地 賢一 ルバート 62
18 比地原　邦彦 フリー 福地・比地原

井上　宏仁 Space 61
18 田中　亨 笠原工業 福地・比地原

60 齋藤　亮 ＴＳＡ 61
19 室井　一茂 ＴＳＡ 湊田・小生

湊田 照孝 アミューズ 62
18 小生　健斗 アミューズ 福地・比地原

61 遠藤　潤 会津学鳳 61
21 渡部　泰知 会津学鳳 樋口・樋口

樋口 大洋 赤べこＴＣＪｒ 62
21 樋口　真史 ルバート 舟橋・久家

76(3) 横山　優作 会津高校 61
23 山口　航平 会津高校 舟橋・久家

舟橋 明生 会津S・B 60
18 久家　教彰 会津S・B 福地・比地原

62 中村　哲也 ＴＳＡ 61
25 渡部　隆 ＴＳＡ 大竹・渡部

大竹 悠哉 アミューズ 61
25 渡部　浩司 アミューズ 五十嵐・阿部

64 五十嵐　佑哉 ササキＴＣ 62
28 阿部　圭晃 サムズアップ 五十嵐・阿部

川井 憲雄 てにす友の会 60
25 寺田　功一 てにす友の会 五十嵐・阿部

61 柏木　恭平 フリー 75
29 渡部　克仁 フリー 滝浪・市村

滝浪 真 ムーンボール 76(6)
31 市村　隆佳 ムーンボール 鈴木・辻

64 高橋　秀斗 会津学鳳 61
31 廣岡　大倭 会津学鳳 鈴木・辻

33 鈴木 明大 ルバート 60 正木・湯田

Wo 辻　善文 ルバート 64
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33 加藤 智光 会津S・B 正木・湯田

Wo 33 渡部　恵毅 Space 菊地・猪俣 64
菊地 裕行 てにす友の会 64

33 猪俣　毅 てにす友の会 田中・矢部

60 田中 孝夫 いわきＷＴＴＣ 62
36 矢部　博康 いわきＷＴＴＣ 田中・矢部

佐藤　壮 会津高校 60
33 小林　雄祐 会津高校 田中・矢部

75 齋藤 大生 赤べこＴＣＪｒ WO
38 斎藤　正志 BawW 斎藤・斎藤

山口　健太 会津学鳳 76(5)
38 鈴木　雄貴 会津学鳳 若林・室井

61 有田　啓祐 フリー 64
39 佐藤　綾真 フリー 若林・室井

若林 経一 てにす友の会 60
33 室井　照平 会津庭球塾 正木・湯田

64 正木 仁朗 会津S・B 61
42 湯田　駿也 会津S・B 正木・湯田

猪狩　悠司 ザベリオ学園高校 60
44 大竹　紘生 ザベリオ学園高校 正木・湯田

63 安部 一哉 てにす友の会 64
44 香坂　和幸 てにす友の会 安部・香坂

原　洋一 ムーンボール 64
47 湯浅　弘英 湯川ファイナル 正木・湯田

新田 凌大 一箕中 75
46 新田　幸世 会津ローン 新田・新田

高久　風真 会津高校 61
47 原　周正 会津高校 篠田・浅野

60 西妻 貴明 会津大学 62
47 永峯　康生 会津大学 篠田・浅野

篠田 有希 ルバート 63
33 浅野 浩士 ルバート 正木・湯田
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33 浅野 浩士 ルバート 正木・湯田

64 三留 淳之介 会津S・B 63
50 吉野　武晃 赤べこＴＣ 三留・吉野

木島　寛 てにす友の会 63
50 浦部　晶彦 県庁テニス部 三留・吉野

62 福岡　陽介 フリー 76(4)
52 茂木　巧 フリー 横田・渡邉

横田 知明 会津S・B WO
50 渡邉　浩司 会津S・B 三留・吉野

63 佐治 智哉 会津学鳳ＯＢ 64
53 棚木 大智 会津学鳳ＯＢ 池田・須貝

池田 徳輝 会津高校 61
55 須貝　尚也 会津工業高校 室井・小山

75 鈴木　諒祐 赤べこＴＣ 75
55 小原　勝也 会津S・B 室井・小山

室井 亮 ルバート 60
50 小山 浩典 フリー 渋谷・竹野

61 古川 惠一 てにす友の会 62
58 佐治　泰 てにす友の会 古川・佐治

寺田　昌則 ＩＣＴＣ 64
58 森戸　俊 RTO 古川・佐治

62 坂井 幸樹 白 大学 61
60 遠藤　睦大 県立医大 坂井・遠藤

栗木　直史 会津学鳳 75
61 佐竹　俊耶 会津学鳳 渋谷・竹野

岩田　拓深 会津工業高校 64
61 芳賀 歩 フリー 池田・木村

池田 久幸 ルバート 63
61 木村　一美 ルバート 渋谷・竹野

76(2) 高橋　勇太 会津高校 75
63 高橋　伸弥 会津高校 渋谷・竹野

渋谷　洋太朗 赤べこＴＣ 63
竹野　弘規 丸善商事
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1R 2R QF SF F
吉田 慶子 郡山テニスクラブ

竹野　礼子 丸善商事 吉田・竹野

2 福島　くみ子 SC.AMI 61
2 小池　信子 SC.AMI 弓田・山口

弓田 ひな 会津学鳳 64 吉田・竹野

4 山口　真純 会津学鳳 63
大竹　梨沙 ｐＧ

4 佐藤　未来 ｐＧ 関口・中川

6 関口 聖菜 福島大学 60
62 中川　かなえ 福島大学 吉田・竹野

篠田　理恵 ルバート 64
6 浅野　理恵 ルバート 小松・矢部

小松 規子 いわきNT 62
6 矢部　貴子 いわきNT 小松・矢部

60 穴澤　奈月 会津学鳳ＯＧ 61
8 大橋　幸江 相馬高校ＯＧ 池田・高野

6 池田 真紀 ルバート 61
21 高野　光恵 さあーくる 吉田・竹野

RET 小林 愛子 ＳＧ新潟 60
11 加藤　沙苗 水原ＴＣ 小林・加藤

大竹 小百合 喜多方市民テニス 61
13 安部 リカ 竹田病院テニスクラブ 小林・加藤

64 青山 理央 若松商業 64
13 新田　知世 若松商業 青山・新田

小原　小百合 space 62
13 内海　友希子 チームしぶけん 高橋・永峯

61 高橋　ひとみ ルバート 62
14 佐藤　郁江 ｐＧ 高橋・永峯

高橋 聖花 若松商業 61
14 永峯　優色 若松商業 高橋・永峯

63 廣木　千咲子 会津学鳳 62
16 星　美結 会津学鳳 瓦井・石塚

瓦井 寛子 ゴトーカー 75
石塚　美恵 ゴトーカー

1R 2R SF F
菊地 利晴 RTO

3 赤川　勝正 RTO
渡部 真希 若松商業 菊地・赤川

3 大島　綾斗 若松商業 渡部・大島 60

4 渡部　龍星 会津学鳳 60

61 長谷川　寿希 会津学鳳 森岡・伊藤

4 鈴木　敬道 会津学鳳 61

鈴木　康海 会津学鳳 森岡・伊藤

4 森岡 大貴 フリー 60

6 伊藤　俊祐 Blitz 森岡・伊藤

豊島　雄輝 赤べこＴＣ 60

薗田　三四郎 川口高校 森岡・伊藤

高原　昇 フリー 64

7 高原　聖良 フリー 酒井・菅家

7 酒井 和希 川口高校 62

菅家　良太 川口高校 蜂谷・山口

10 蜂谷 倫弘 会津学鳳 63

WO 山口　壮一朗 会津学鳳 松本・鵜沼

星　春樹 会津学鳳 60

10 森　智哉 会津学鳳 武田・佐藤

武田 北斗 若松商業 61 松本・鵜沼

10 佐藤　晃輔 若松商業 62
松本 晴司 ダウンザライン

鵜沼　充幸 ダウンザライン
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1R 1R 2R QF SF F

山口　彩 フリー
一ノ瀬　真美 フリー 山口・一ノ瀬

2 遠藤　杏子 若松六中 61

長谷川　楓 若松六中 成田・坂井

5 成田　真美 会津学鳳 61 佐藤・中村

60 坂井　未来 会津学鳳 63

佐藤　美優 若松商業

5 中村　美咲 若松商業 佐藤・中村

船窪　規圭 若松六中 62

9 大島　和 若松六中 鈴木・大関

64 鈴木　春菜 会津高校 62

鈴木　菜々子 会津高校 鈴木・鈴木

7 斎藤　三菜 会津学鳳 60

渡部　美菜子 会津学鳳 江川・菊地

9 江川　舞優 若松六中 75 鈴木・大関

60 菊地　夢叶 若松六中 62

大沼　彩乃 若松商業

9 小椋　玲奈 若松商業 鈴木・大関

鈴木　舞耶 若松六中 76(2)

9 大関　陽菜 若松六中 鈴木・大関

60 玄永 菜々子 会津高校 64
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60 玄永 菜々子 会津高校 64

12 高畑　ありさ 会津高校 玄永・高畑

岩澤　歩美 若松六中 61

12 大関　美悠 若松六中 平塚・竹野

62 佐藤　祐紀 若松六中 61

13 古川　東誉 若松六中 平塚・竹野

平塚　紀佳 若松六中 60

竹野　みなみ 赤べこＴＣＪｒ

12 佐藤　理鈴 若松六中 吉川・真田

62 15 岩沢　柚姫 若松六中 星・成田 62

星　芽衣 会津学鳳 61

成田　美空 会津学鳳

18 福島　愛里 会津高校 吉川・真田

63 星野　早瑛 会津高校 福島・星野 60

二瓶　陽菜 若松六中 61

18 佐藤　安希 若松六中 吉川・真田

吉川　ひより ザベリオ学園高校 60

真田　里菜 ザベリオ学園高校
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第1回 戸川 稔朗 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 満田 容子 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 長谷川 久雄 (WTC) 河原木 寿美子 (ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)

室井 照平 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 大友 美紀子 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 樋口 敦 (WTC) 岩渕 恵美子 (ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)

第2回 戸川 稔朗 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 室井 陽子 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 木野 秀樹 (WTC) 臼井 耐子 (会津ﾛｰﾝ)

一牛 陽一 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 坂田 裕美子 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 生田目 達雄 (WTC) 板場 芳子 (会津ﾛｰﾝ)

第3回 戸川 稔朗 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 満田 容子 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 大竹 国光 (坂下高) 川崎 まゆみ (会津ﾛｰﾝ)

室井 照平 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 永峯 良子 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 鈴木 明大 (若商高) 横山 恵子 (会津ﾛｰﾝ)

第4回 戸川 稔朗 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 武藤 礼子 (丸善商事) 木村 信之 (富士通) 花見 利恵 (WTC)

室井 照平 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 武藤 恵子 (丸善商事) 藤岡 英郎 (富士通) 加藤 千賀 (WTC)

第5回 戸川 稔朗 (あいづしんくみ) 木村 正枝 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 猪俣 栄史 (会津高) 渡辺 泉 (若商高)

室井 照平 (ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ) 河津 ふみ子 (さつき) 穴沢 正明 (会津高) 古川 由紀 (若商高)

第6回 戸川 稔朗 (あいづしんくみ) 木村 正枝 (会津庭球塾) 大森 康弘 (会津ﾜｰﾙﾄﾞjr) 船木 ひろ子 (柳津ﾛｰﾝ)

室井 照平 (会津庭球塾) 一牛 典子 (湯川ﾌｧｲﾅﾙ) 松崎 雅弘 (ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰtc) 佐藤 美枝子 (柳津ﾛｰﾝ)

第7回 儀同 俊彦 (茨城大学) 木村 正枝 (会津庭球塾) 加藤郁夫 (富士通) 山浦 和子 (会女高)

儀同 昭人 (原町高校) 一牛 典子 (会津庭球塾) 大山 潤一郎 (富士通) 青木 あゆみ (会女高)

第8回 太田 光彦 (富士通) 木村 正枝 (会津庭球塾) 小林 正人 (会津ﾛｰﾝ) 山下 章子 (さぁくる)

柴野 伸之 (富士通) 河津 ふみ子 (さつき) 佐藤 洋 (ﾌﾘｰ) 岡本 範子 (ﾌﾘｰ)

第9回 渡部 直也 (会津庭球塾) 内田 三枝子 (埼玉県) 三星 誠 (会津工業) 山崎 真美 (会津庭球塾)

全会津ダブルス選手権歴代優勝者

一般男子 一般女子 ビギナー男子 ビギナー女子

渡部 泰弘 (会津庭球塾) 斉藤 悦子 (埼玉県) 松島 廣明 (会津工業) 星 美智子 (青木ｳｨﾝｸﾞｽ)

第10回 福地 賢一 (ﾙﾊﾞｰﾄ) 室井 陽子 (会津庭球塾) 遠藤 寛 (ｻﾝﾃﾞｰ) 荒川 佳美 (WTC)

儀同 俊彦 (ﾙﾊﾞｰﾄ) 横田 恵 (会津庭球塾) 佐藤 守 (ｻﾝﾃﾞｰ) 栗田 明海 (WTC)

第11回 福地 賢一 (ﾙﾊﾞｰﾄ) 清水 由美子 (埼玉県) 浅田 智朗 (会津大教員) 室井 英里 (会女高)

室井 照平 (会津庭球塾) 大川 みどり (埼玉県) 豊泉 洋 (会津大教員) 大島 留美 (会女高)

第12回 金本 富栄 (ﾙﾊﾞｰﾄ) 中林 美智子 (会津庭球塾) 栗城 宏修 (会津高校) 五十嵐 伸子 (会女高)

福地 賢一 (ﾙﾊﾞｰﾄ) 室井 陽子 (会津庭球塾) 今泉 元彰 (会津高校) 若林 樹 (会女高)

第13回 武藤 公一 (丸善商事) 中林 美智子 (会津庭球塾) 高守 善之 (県南ﾌﾘｰ) 星野 菜穂子 (会女高)

ｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ 室井 照平 (会津庭球塾) 室井 陽子 (会津庭球塾) 酒井 重治 (県南ﾌﾘｰ) 室井 美佑 (会女高)

第14回 福地 賢一 (ﾙﾊﾞｰﾄ) 鍋谷 広子 (XEBIO) 樋口 直之 (会津高校) 大野 悦子 (TCなずな)

ｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ 篠田 有希 (会津ﾛｰﾝ) 竹野 礼子 (丸善商事) 五十嵐 保裕 (会津高校) 小西 紀子 (TCなずな)

第15回 福地 賢一 (ﾙﾊﾞｰﾄ) 小原 小百合 (Space) 二瓶 俊昭 (若商高) 福田 奈々 (葵高校)

ｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ 篠田 有希 (会津ﾛｰﾝ) 中村 千賀 (WTC) 木村 和真 (若商高) 佐藤 愛 (葵高校)

第16回 太田 光彦 (富士通) 桜本 琴美 (さつきｸﾗﾌﾞ) 物江 秀樹 (葵高校) 長谷川 あゆみ (川口高校)

ｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ 永峯 清彦 (富士通) 宮崎 夏子 (さつきｸﾗﾌﾞ) 渡部 圭 (葵高校) 小林  愛 (川口高校)

第17回 菊池 克文 (ﾐﾔﾉ) 川口 愛里 (宮城学院) 長谷川 優待 (坂下高校) 譲矢 みゆき (ﾌﾟﾗﾑ)

ｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ 篠田 有希 (ﾙﾈｻﾝｽ棚倉) 早坂 幸 (宮城学院) 田崎 歩 (若商高) 夏井 二三子 (ﾌﾟﾗﾑ)

第18回 竹野 弘規 丸善商事 岡本 恵美子 SOTC 渡部 大 会津工業高校 原田 里那 若松商業高校

ｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ 今泉 壮規 XEBIO 根本 久美子 SOTC 山口 哲也 会津高校 五十嵐 愛美 若松商業高校



全会津ダブルス選手権歴代優勝者

一般男子 一般女子 ビギナー男子 ビギナー女子

第19回 篠田　有希 ルバート 岡本 恵美子 SOTC 羽中田　修 フリー 鈴木　春菜 会津高校

ｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ 佐藤　真也 NOBU 根本 久美子 SOTC 駒井　謙一 フリー 君島　菜摘 若松商業

第20回 竹野　弘規 丸善商事 小原　小百合 Space 遠藤　裕 坂下高校 鈴木　春菜 会津高校

ｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ 今泉　壮規 郡山テニスクラブ 竹野　礼子 丸善商事 新井田　和也 坂下高校 君島　菜摘 若松商業

第21回 竹野　弘規 丸善商事 竹野　礼子 丸善商事 柏木　恭平 会津工業高校 栗城　未来 会津高校

ｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ 今泉　壮規 郡山テニスクラブ 三笠　陽子 富士通Spansion 渡部　克仁 会津工業高校 小関　英美 会津高校

第22回 竹野　弘規 丸善商事 小原　小百合 Space 白尾 和仁 照沼Japan 渡部 晴香 竹田病院TC

ｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ 今泉　壮規 郡山テニスクラブ 竹野　礼子 丸善商事 下道 眞一 照沼Japan 永峯 優女華 本郷中

第23回 福地賢一 ルバート 三笠陽子 富士通 鈴木　宰 会津高校 金子美知子 竹田病院テニスクラブ

ｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ 比地原邦彦フリー 竹野礼子 丸善商事 山浦友暉 会津高校 安部リカ 竹田病院テニスクラブ

第24回 竹野　弘規 丸善商事 井上　みゆき クロスロード 石河 直也 会津高校 神本　舞衣 会津高校

ｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ 今泉　壮規 郡山テニスクラブ 高橋　勝美 クロスロード 柏村 友紀 会津高校 室井　万裕 会津高校

第25回 小堀達也 moat 佐野由香 いわきＮＴＣ 鈴木克希 筋肉ＴＣ 新田知世 若松商業

ｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ 増山貴大 moat 竹野礼子 丸善商事 高橋優一 筋肉ＴＣ 有田真捺 若松商業

第26回 篠田有希 ルバートＴＣ 松浦　佳奈子 ラブＴＣ 新田　幸世 会津ローン 眞野　美夢 若松商業

ｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ 奥澤　厚 日本工機 竹野　礼子 丸善商事 新田　凌大 一箕中 大島　花月 若松商業

第27回 正木　仁朗 会津S・B 吉田 慶子 郡山テニスクラブ 森岡　大貴 フリー 鈴木　舞耶 若松六中

ﾞ ﾞ ﾟｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ 湯田　駿也 会津S・B 竹野　礼子 丸善商事 伊藤　俊祐 Blitz 大関　陽菜 若松六中

☆中村 修（なかむら おさむ） プロ

プロフィール○新潟県出身 獨協大学卒 ヨネックス所属

各種トーナメント・レッスンにて全国で活躍中


