
平成 27年 7月 27日 

参加選手各位 

 

レフェリー 太田 陽 

エントリーリストについて 

 

この度は、第１６回ゼビオカップ第２８回全会津オープンダブルステニス選手権大会に エ

ントリーいただき誠にありがとうございます。 別紙、エントリーリスト及び大会スケジュ

ールをご確認ください。 

なお、エントリー漏れや選手氏名等の誤りがありましたら会津テニス協会までご連絡くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【スケジュール】 

８：００ 受付 

受付で 3,400 円（1 ペア）をお支払いください。 

受付を済まされた方から練習コートを開放します。（プラクティスコート） 

練習する際には必ずプラクティスコート受付簿に記入の上、練習を開始してくださ

い。 

 

８：５０ 開会式 

１．会長挨拶  会津テニス協会会長 高谷 雄三 

２.主催者挨拶  丸善商事株式会社  代表取締役 武藤 公一 

ゼビオホールディングス株式会社  

代表取締役社長 諸橋 友良 

３．来賓挨拶  会津若松市長   室井 照平様 

４．協賛社紹介 

５．チャリテイ基金贈呈式 

骨髄バンク推進連絡協議会会津支部 

県しょう害者スポーツ指導者協議会会津支部 

６.競技上の注意 

７．選手宣誓    

８.各種連絡及び注意事項 

 

９：００ 試合開始 

オーダー・オブプレーに従って進行いたします。 

 

１１：００～１５：００ 

中村修プロによるテニスクリニック 

   各メーカーの試打会 

     抽選会 

 

１６：３０頃（試合終了後） 

     閉会式＆表彰式 

 

 

 

 



【競技上の注意】 

１．試合順序 

オーダー・オブ・プレーに従って進行いたします。 

（本部前に設置のオーダー・オブ・プレーボードに試合の順序を掲示します。

特別な事情のない限りアナウンスは致しませんので、各自が責任を持って確

認し試合を行ってください。） 

 

２．待 機 

オーダー・オブ・プレーに掲示された次の選手は、指定されたコートサ      

イドで待機してください。試合球は番号の若い選手が本部から受け取ってく

ださい。 

前の試合が終了しましたら、速やかにコートに入り試合を始めてください。

所定の時間が過ぎても試合に入れない場合は遅刻に対するペナルテイーを

受ける場合があります。 

 

３．試合が終了したら、勝者が試合結果と試合球を本部まで届けてください。 

 

４．試合方法  １セットマッチ（６－６ 12ポイントタイブレーク） 

 

５．服 装  自由（テニスシューズは必ず使用すること） 

 

６．審判方法  セルフジャッジ 

 

７．試合前のウオームアップ  サービス 6本 

 

８．連続して試合に入る場合は、休憩時間を 10分以内と致します。 

 

９．その他、ＪＴＡテニスルールブック２０１６に準拠いたします。 

 

ごみは各自お持ち帰りください。 

貴重品の管理は各自お願いいたします。 



№ 氏　　　名 所属クラブ
大友　保治 会津ＲＢ
星　孝一 富士通ＴＣ
東田　将士 Realitykings
堀江　純 Realitykings
北村　憲明 Realitykings
佐藤　大介 Realitykings
諸橋　友良 XEBIO
坂部　経洋 SKB
太田　光彦 富士通ＴＣ
青戸　充司 広成建設
木島　寛 てにす友の会
浦部　晶彦 県庁テニス部
小山　侑也 フリー
大塚　久仁 フリー
山口　英朗 会津高校OB
長原　賢一 会津高校OB
渡部　陽介 赤ベこJrTC
斎藤　大生 赤ベこJrTC
池田　久幸 ルバートTC
木村　一美 ルバートTC
鈴木　明大 ルバートTC
辻　善文 フリー
池田　佳史 ルバートTC
高橋　直己 富士通ＴＣ
菅野　拓也 東邦銀行TC
鈴木　達郎 東邦銀行TC
高橋　慎司 東邦銀行TC
瀬谷　純一 東邦銀行TC
篠田　有希 ルバートTC
佐藤　真也 NOBU
佐藤　晃輔 若松商業
相良　亮佑 若松商業
渡部　真希 若松商業
高橋　龍正 若松商業
大島　綾斗 若松商業
寺島　樹 若松商業
森田　勝斗 若松商業
大堀　竜一 若松商業
浦井　高広 アミューズテニスクラブ
小林　貴彦 アミューズテニスクラブ
大竹　悠哉 アミューズテニスクラブ
二瓶　智成 アミューズテニスクラブ
藤原　泰人 ｉ Sports Link
島崎　龍太 ｉ Sports Link
加藤　直樹 TSN
伊藤　達彦 TSN
尾身　康廣 cresc
山崎　洋大 fit
穴澤　良平 丸善商事
小峯　千幸 moat
田中　孝夫 いわきNTC
矢部　博康 いわきNTC
秦　大輔 てにす友の会
三留　淳之介 会津ＲＢ
猪俣　毅 てにす友の会
久家　教彰 会津ＲＢ
古川　恵一 てにす友の会
佐治　泰 てにす友の会
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若林　経一 てにす友の会
川井　憲雄 てにす友の会
大川原　庸平 ２－Ｓ．Ｔ．Ｃ
竹野　弘規 丸善商事
正木　仁朗 会津ＲＢ
湯田　駿也 会津ＲＢ
横田　知明 会津ＲＢ
吉川　和磨 会津ＲＢ
新井田　和也 会津ＲＢ
夏井　晧平 ＮＥＳＴ
高原　顕人 会津ＲＢ
長谷川　諒 会津ＲＢ
渋谷　洋太郎 会津ＲＢ
上野　泰弘 Ｑｏ
荒川　夏洋 フリー
市川　直弥 ベルズ
坂内　俊介 赤ベこＴＣ
渡部　光弘 フリー
桑田　潤一 会津大学
小林　鈴衣 会津大学
永峯　康生 会津大学
西妻　貴明 会津大学
鈴木　彬人 会津大学
伊藤　祐希 会津大学
菊池　克文 ルネサンス棚倉
安藤　正人 ルネサンス棚倉
樋口　大洋 赤ベこＪｒ
樋口　真史 ルバートＴＣ
渡部　琳久 会津学鳳高校
栗木　直史 会津学鳳高校
渡部　泰知 会津学鳳高校
長谷川　寿希 会津学鳳高校
星　春樹 会津学鳳高校
鈴木　康海 会津学鳳高校
鵜川　幸司 勤青ＴＣ
入江　伸弥 勤青ＴＣ
津瀧　一実 湯川ファイナル
佐々木　良典 湯川ファイナル
吉野　充晃 ラビット
岡田　隆靖 ムーンボール
前田　恭男 グリン②
松下　真治 にれの木
滝浪　真 ムーンボール
大八木　謙一 ムーンボール
市村　隆佳 ムーンボール
原　洋一 ムーンボール
五十嵐　佑哉 サムズアップ
浦井　大地 サムズアップ
阿部　圭晃 サムズアップ
渡辺　健太郎 サムズアップ
小林　雄太 会津工業高校
神村　龍飛 会津工業高校
田中　亨 富田テニスクラブ
川脇　誠 富田テニスクラブ
渡部　恵毅 Ｓｐａｃｅ
井上　宏仁 Ｓｐａｃｅ
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金田　拓也 フリー
齋藤　亮 フリー
佐藤　有基 福島大学
芳賀　歩 会津ＲＢ
室井　亮 NOBU
小山　浩典 フリー
田井　隼翔 フリー
茂木　巧 フリー
柴野　日祐 葵高校
新田　凌大 葵高校
今野　聡士 フリー
高橋　嗣郎 フリー

61

62

63

58

59

60



№ 氏　　　名 所属クラブ
大森　史子 会津ローンＴＣ
渡邊　奈々美 東邦銀行ＴＣ
橘内　悠 GASCTT
山浦　雅美 会津ローンＴＣ
森山　良子 会津高校
鈴木　麻友 会津高校
池田　真紀 ルバートTC
高野　光江 さあくる
石川　敬子 東邦銀行TC
亀井　彩 東邦銀行TC
佐藤　由布子 SRENDER
半澤　響子 東邦銀行TC
宮田　冴佳 SRENDER
蛭田　時子 SRENDER
小松　規子 いわきNTC
矢部　貴子 いわきNTC
高橋　ひとみ ルバートTC
佐藤　郁江 ｐＧ
佐野　由香 いわきNTC
竹野　礼子 丸善商事
大竹　梨沙 ｐＧ
大川　真琴 ｐＧ
都甲　茉弥 ｐＧ
佐藤　未来 ｐＧ
伏見　祐希 ｐＧ
松本　千智 ｐＧ
穴澤　奈月 会津大学
大橋　幸江 会津大学
高木　加代子 ルネサンス棚倉
五十嵐　美穂 富田ＴＣ
坂井　未来 会津学鳳高校
渡部　美菜子 会津学鳳高校
星　芽衣 会津学鳳高校
齋藤　三菜 会津学鳳高校
星　美結 会津学鳳高校
佐藤　蛍 ザベリオ学園高校
吉田　美子 ムーンボール
松下　公恵 フリー
小林　愛子 サムズアップ
加藤　沙苗 サムズアップ
大竹　小百合 喜多方市民テニス
安部　リカ 竹田病院ＴＣ
鈴木　舞耶 ザベリオ学園高校
大関　陽菜 ザベリオ学園高校
福島　久美子 ＳＣ・ＡＭＩ
小池　信子 ＳＣ・ＡＭＩ
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№ 氏　　　名 所属クラブ
佐藤　睦月 ACE
曽根崎　敦 ACE
高橋　拓也 ACE
桐山　拓未 ACE
遠藤　巧真 会津高校
玄永　明日真 会津高校
佐治　勇太郎 会津高校
平野　快聖 会津高校
鈴木　廉 会津高校
瀬尾　優剛 会津高校
五十嵐　智政 会津高校
長谷川　拓巳 会津高校
棚木　武彦 会津高校
五ノ井　丈弘 会津高校
山口　功太郎 会津高校
渡部　圭大 会津高校
海和　大地 会津リトルJr
大友　一真 会津リトルJr
平塚　喜幸 若松商業
荒井　嵩哉 若松商業
鈴木　雄馬 若松商業
佐野　博斗 若松商業
久家　颯太 若松商業
岩渕　甲斐 若松商業
大川　泰象 フリー
春日　宏太 フリー
佐藤　朋希 立葵Ｊｒ
安部　直輝 立葵Ｊｒ
山口　時哉 立葵Ｊｒ
高原　聖良 立葵Ｊｒ
平野　嘉向 立葵Ｊｒ
玉川　慧樹 立葵Ｊｒ
渡部　龍星 会津学鳳高校
室井　大輔 会津学鳳高校
大溝　颯輝 会津学鳳高校
阿部　光太郎 会津学鳳高校
齋藤　冬真 葵高校
渡部　瑠 葵高校
菊地　利晴 ＲＴＯ
赤川　勝正 ＲＴＯ
佐藤　綾真 フリー
小川　栄太郎 フリー
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№ 氏　　　名 所属クラブ
遠藤　潤子 フリー
打波　美和 フリー
船窪　規圭 若松六中
平塚　紀佳 若松六中
二瓶　陽菜 若松六中
岩澤　歩美 若松六中
大関　美悠 若松六中
遠藤　杏子 若松六中
遠藤　瀬名 会津リトルJr
長谷川　楓 若松六中
佐藤　理鈴 若松六中
岩沢　柚姫 若松六中
佐藤　祐紀 若松六中
古川　東誉 若松六中
佐藤　知紗希 若松六中
皆川　華子 若松六中
長谷川　ナナ ACE
曽根崎　ともみ ACE
星野　早瑛 会津高校
福島　愛里 会津高校
上島　花菜 会津高校
新沼　優花 会津高校
鈴木　花梨 会津高校
田中　智里 会津高校
池上　真央 会津学鳳高校
江川　亜美 会津学鳳高校
岩﨑　春華 会津学鳳高校
古川　結衣奈 会津学鳳高校
篠田　凛夏 会津学鳳高校
花泉　優妃奈 葵高校
太田　純子 ＲＴＯ
佐藤　沙季 ＲＴＯ
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