
 

 

（骨髄バンクチャリティーテニス大会） 

＜日 時＞ 

＜場 所＞ 

平成 24 年 8 月 5 日（日）

雨天予備日  8 月 12 日（日） 

会津総合運動公園テニスコート 

主催： 

共催： 

協力： 

ゼビオ株式会社 ・ 会津テニス協会 

会津若松市教育委員会・会津若松市テニス協会 

丸善商事株式会社

ヨネックス ・ ダンロップ ・ ゴーセン 

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 



ご挨拶 

 

本年も、この美しいふるさとの自然のなか、「第 12 回ゼビオカップ兼第 24 回全会津オープンダブ

ルステニス選手権大会」が開催されますことを、心からお喜び申し上げます。本大会に僅かでも寄与

できますことは大きな喜びであり、例年開催にご尽力くださいます関係者の皆様に深く敬意を表しま

す。 

また、参加される選手の皆様を心より歓迎いたします。選手の皆様には、日頃鍛えた力と技を遺憾

なく発揮され、スポーツの楽しさ、競い合う喜びを実感するとともに、この大会を通して、たくさん

の感動を感じ、多くの方々と交流し友情の輪を広めていただきたいと思います。 

感動して泣き笑い、悔しくて泣き怒り、人はスポーツを通して様々な感情を体験します。その体験

を通して、青少年は人を思いやれる豊かな心身を育み、また大人も豊かな心身に立ち返ることができ

るのです。「こころ動かすスポーツ」のキーワードのもと、ゼビオグループは健康的で豊かな社会の

構築をサポートしてまいります。 

また、本大会は骨髄バンクチャリティテニス大会でもあります。闘病されている皆様は心身の内面

で日々闘われています。スポーツ観戦など、どんな方法であってもスポーツに触れることで、いっそ

う気力を充実され、やがて身体も豊かになられることを願ってやみません。 

最後に、本大会の開催にあたりご支援、ご協力を賜りました関係の皆様に重ねてお礼を申し上げ、

大会の今後益々のご発展を祈念してご挨拶とさせていただきます。 

 

ゼビオ株式会社 

代表取締役社長 諸橋友良 

 

大会役員 

 

大会名誉会長 諸橋 友良 

 

大 会 会 長       高谷 雄三 

 

大 会 副会 長       武藤 善一・平岩 典男・大友 美紀子  

 

委 員       黒金 宗典・佐藤 宏明・高久 克保・湯田 友和・村田 裕樹 

武藤 公一・竹野 弘規・竹野 礼子・戸川 稔朗・舩木 慎弥 

 

競技役員 

 

デ ィ レ ク タ ー             戸川 稔朗 

レ フ ェ リ ー             舩木 慎弥 

アシスタントレフェリー 渡部 透 

委 員             竹野 弘規・佐藤 美枝子・古川 惠一・福地 賢一 

木村 一美・木暮 真由美 



【 ス ケ ジ ュ ー ル 】 

 

8：30  受付開始 

       ※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） 

       使用する際は、必ずプラクティスコート受付簿に記入のうえ使用してください。 

 

9：00  受付及び練習コート終了 

 

9：15  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        ゼビオ(株)代表取締役        諸橋 友良 

 

 3 来 賓 挨 拶        丸善商事(株) 代表取締役     武藤 公一  様 

   会津若松市長   室井 照平  様 

   大熊町議会議長   千葉 幸生  様 

 

4 優 勝 杯返還         前年度優勝チーム 

 

 5 選手宣誓 

 

 6 チャリティー基金贈呈   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 

 

7 競技上の注意               レフェリー   舩木 慎弥 

 

 8 連 絡 事 項      ・協賛メーカー紹介  ディレクター  戸川 稔朗 

 

 9 要望書提出 会津若松市長へ会津テニス協会・高体連テニス部会より 

   テニスコート及びあいづドーム改修の要望書提出 

 

9：30  試合開始 

 

11：00 頃 各メーカーの試打会 

  中村 修 プロのテニスクリニックを行ないます。 

  ※試合の進行状況等により時間等が変更になる場合があります。 

 

試合終了後  表彰式及び抽選会 

 

 



【 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ィ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タイブレークセットマッチ 

 

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. 試合前のウォームアップ  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分以内といたします。 

 

9. その他、2012 年度テニスルールブックに準拠いたします。 

 

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。 

 



木島　寛 てにす友の会 赤星　広大 会津学鳳 岸田　節子 なでしこ 古田 夏子 葵高校
舟橋　明生 昭和電工 遠藤　拳 会津学鳳 草野　恵子 つばさ 笠井 みさき 葵高校

簗取　康夫 フォーシーズン 佐藤 有基 葵高校 野地　典子 つばさ 井上　みゆき クロスロードTC

秦　大輔 フォーシーズン 鈴木 利空 葵高校 木暮　真由美 富士通 高橋　勝美 クロスロードTC

尾崎　幹雄 トップスピンテニスクラブ 石井 一麿 坂下高校 竹野　礼子 丸善商事 内海　友希子 ルバート
松山　邦夫 てにす友の会 東條 一輝 坂下高校 佐久間 真麻 あさかファミール 篠田 理恵 ルバート

浅田　智朗 会津大学 湯田 直樹 坂下高校 渡部　晴香 会津学鳳 池田　真紀 ルバート
増子 力 てにす友の会 中村 政志 坂下高校 永峯　優女華 会津学鳳 高橋　ひとみ ルバート

今野 翔太 若松商業 棚木　武彦 坂下高校 国西 美奈子 喜多方テニス教室 湯田　はなえ 会津高校
佐々木 瞭 葵高校 千葉 知之 坂下高校 安部 リカ 竹田病院テニスクラブ 渡部　ゆりな 会津高校

小関 邦彦 湯川ファイナル 根本　祐介 会津高校 成田 智美 若松商業OG 佐藤 沙耶香 坂下高校
国井 義晴 湯川ファイナル 鈴木　宰 会津高校 渡邉　礼菜 若松商業OG 金田 優梨 坂下高校

小野　仁武 湯川ファイナル 山浦　友暉 会津高校 佐藤　郁江 昭和電工 堤 沙羅 坂下高校
吉田　誠一 湯川ファイナル 菅谷 英凌 会津高校 五十嵐　彩名 昭和電工 長谷川 綾 坂下高校

佐野　健大 フリー 星　一平 フリー 佐藤　美枝子 柳津ローン 高橋 美香 全力
蓮沼　佑晃 フリー 有田　啓祐 会津大学 石井　里美 つばさ 佐藤　倫子 全力

渡部　克仁 フリー 新妻　義弘 FDATC
今野　巧麻 フリー 吉田 辰也 FDATC

猪俣　毅 富士通 名古屋　諒 会津学鳳 小林　凌太 ザベリオ学園高校 伊藤　翔駆 会津学鳳
畑　俊啓 富士通 棚木 大智 会津学鳳 星　拓海 ザベリオ学園高校 笹川　祐紀 会津学鳳

星　孝一 富士通 蓮沼　郷 会津学鳳 内川 陸 坂下高校 渡邉　悠斗 会津学鳳
大友　保治 TC・KIRARI 太田 葵 会津学鳳 蓮沼 敦志 坂下高校 壽田　皓太 会津学鳳

倉沢　英之 富士通 鈴木　翔也 会津学鳳 渡辺 聖哉 坂下高校 齋藤 泰斗 会津学鳳
鈴木　明大 ルバート 坂井 幸樹 会津学鳳 中島 崇晴 坂下高校 吉川　太陽 葵高校

中村　亮 ルバート 長谷川　大地 会津学鳳 大野　日向 会津高校 遠藤　睦大 会津学鳳
小山 浩典 フリー 佐治 智哉 会津学鳳 高橋　幸永 会津高校 澤田 将人 葵高校

古川　惠一 てにす友の会 戸川　稔朗 会津庭球塾 河那子　嵩 会津高校 山田 瞬平 会津学鳳
菊地　裕行 てにす友の会 千葉　幸生 大熊テニスクラブ 齋藤　諒汰 会津高校 浅田　翔大 会津学鳳

正木　仁朗 昭和電工 吉澤　亮介 会津学鳳 石河 直也 会津大学 中村　哲也 アトラス
井上　宏仁 Space 渋谷　匠 会津学鳳 柏村 友紀 会津大学 渡部 淳 アトラス

湊田　照孝 アミューズ 長嶺 知輝 ザベリオ学園高校 菊地　利晴 RTO 渡部　大志 ザベリオ学園高校

大竹　悠哉 アミューズ 芥川　将輝 ザベリオ学園高校 布施 明 RTO 上野　聖 ザベリオ学園高校

秋山　晃大 BawW 舟木　謙介 会津学鳳
渡部　智行 BawW 佐藤　史也 会津学鳳

湯田　駿也 BawW 篠田　有希 ルバート 角田 舞 ザベリオ学園高校 鍋谷　早智子 会津学鳳
今野　聡士 BawW 佐藤　真也 NOBU 半沢　明日香 ザベリオ学園高校 渡部　美南海 会津学鳳

坂内　俊介 BawW 只浦　修治 てにす友の会 古川 未来 坂下高校 穴澤　奈月 会津学鳳
渡部　光弘 BawW 佐治　泰 てにす友の会 目黒 七海 坂下高校 岩澤　芙優 会津学鳳

横田　知明 昭和電工 村澤　健一 てにす友の会 羽田 裕子 会津高校 佐藤 美穂 会津学鳳
佐野　昭 鶴ケ城ローン 一ノ坪　久蔵 てにす友の会 五ノ井　実夏 会津高校 松本　幹雪 会津学鳳

竹内　祐介 昭和電工 渡部　恵毅 Space 神本　舞衣 会津高校 野崎　真央 会津大学
渡邉　浩司 昭和電工 三留 淳之助 赤ベコテニスクラブ 室井　万裕 会津高校 照沼 景子 会津ローン

辻　善文 ルバート 福地　賢一 ルバート 梶川 麻美 RTO
高瀬　翔 昭和電工 比地原　邦彦 Space 佐藤 沙希 RTO

津瀧　一実 湯川ファイナル 池田　久幸 ルバート
佐々木　良典 湯川ファイナル 木村　一美 ルバート

小野　広明 湯川ファイナル 諸橋 友良 XEBIO
湯浅　弘英 湯川ファイナル 坂部　経洋 DNP東北

室井　照平 会津庭球塾 羽中田　修 XEBIO
若林　経一 てにす友の会 佐藤　宏明 XEBIO

山浦　隆行 会津ローン 加藤　智光 昭和電工
仲村　学 会津ローン 穴澤　良平 丸善商事

香坂　和幸 てにす友の会 竹野　弘規 丸善商事
寺田　功一 てにす友の会 今泉　壮規 郡山テニスクラブ

安部　一哉 てにす友の会 小林　貴彦 アミューズ
久家　教彰 富士通 堀金　駿 アミューズ

小林　勉 フォーシーズン 浦井　高広 アミューズ
室井　一茂 フォーシーズン 渡部　雄輝 アミューズ

長谷川　諒 坂下高校OB 菊地　剛紀 会津学鳳
新井田　和也 坂下高校OB 猪瀬　凌平 会津学鳳

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

22

23

16

17

18

19

28

29

30

31

24

25

26

27

20

21

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

60

Men's　Doubles（男子ダブルス）

56

57

58

59

52

53

54

55

Women's　Doubles（女子ダブルス）

1

2

3

9

10

11

4 12

13

14

5

6

8

9

15

16

Men's　Beginner　Doubles（ビギナー男子ダブルス）

1

7

7

4

2

8

9

14

103

3

4

11

12

13

Women's　Beginner　Doubles（ビギナー女子ダブルス）

エントリーリスト

5

6

7

8

1

2

5

6



まあるい地球の限られた資源を大切にしましょう 

るんるん元気な子供の未来のために 

ぜビオカップに御参加の皆様の健闘を祈ります 

んーと練習した人に勝利の女神は微笑みます 

しんしな対応を心掛けてます 

より良い紙とパッケージのご提案を致します 

うれしいのはお客様の笑顔です 

じょうねつと信頼で地域社会に貢献します 

 

－あなたのニーズに応えます。１枚の紙からあらゆる産業資材・パッケージまで－ 
【取扱商品】コピー用紙、ＦＡＸロール、印刷用紙、情報用紙、包装用紙、板紙、

ダンボールケース、カートン箱、プラスチックコンテナ箱、ポリ袋、テープ、 

梱包用バンド、フイルム、発泡スチロール、ラベル、緩衝材、紙袋、事務機器、

ＦＡ・物流資材、農業資材 

 
 

おかげさまで創業５２周年！ 
―トータルソリューションカンパニーへの挑戦― 

 

Ｐａｐｅｒ＆Ｐａｃｋａｇｅ 

丸善商事株式会社 
〒９６５－００２７ 会津若松市花畑東３－２０ 

ＴＥＬ０２４２（３２）２１１１ 

ＦＡＸ０２４２（３２）２１３１ 

ＵＲＬ：http://www.pax-maruzen.com 



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)

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



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
ｾﾞﾋﾞｵｶｯﾌﾟ

☆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

ご協力ありがとうございました。
平成5年度『奥尻島大震災被災者お見舞い』平成7年度『就学児童交通遺児チャリティ』

平成6年度・平成8年度～平成23年度  『骨髄バンクチャリティ』


