
平成 27 年 8 月 6 日 

 

大会 参加者 各位 

 

 

第 15 回ゼビオカップ 

兼第 27回全会津オープンダブルステニス選手権大会 

仮ドロー及び受付等について 

 

 

別紙のとおり仮ドローを公表いたしますので、ご確認ください。 

 

受付は、当日午前８時３０分よりクラブハウス２階で行います。受付時に、

種目とドロー番号を受付に申し出て参加料１ペア３,４００円をお支払いくだ

さい、お釣りのないように準備してください。 

なお、受付終了は９時とさせていただきます。 

 

プラクティスコートを午前８時３０分から９時迄解放いたしますので、練習

が必要な選手は、プラクティス受付簿に名前を記入のうえコートを使用してく

ださい。 

 

９時１５分より開会式をおこないますので全員参加してください。 

 

当日は、猛暑が予想されます各自熱中症対策を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

レフェリー 舩木 慎弥 



 

（骨髄バンクチャリティーテニス大会） 

＜日 時＞

＜場 所＞ 

平成 27 年 8 月 9 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 ・丸善商事株式会

会津若松市教育委員会・会津若松市テニス協会 

会津テニス協会 

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 15 回ゼビオカップ兼第 27 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 

 

顧 問 室井 照平 

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・武藤 公一・戸川 稔朗 

委 員       高久 克保・竹野 弘規・竹野 礼子・古川 恵一・太田 陽・舩木 慎弥 

木村 一美・吉田 美子・渡部 文範・遠藤 晃宏・斎藤 翔太 

 

競技役員 

 

デ ィ レ ク タ ー              戸川 稔朗 

アシスタントディレクター 太田 陽 

レ フ ェ リ ー              舩木 慎弥 

アシスタントレフェリー  木村 一美 

委 員              福地 賢一・高橋 ひとみ・小原 小百合・内海 有希子 

    古川 恵一・室井 亮・加藤 智光・正木 仁朗 

舟橋 明生 



【 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         丸善商事(株) 代表取締役     武藤 公一  

ゼビオ(株)代表取締役        諸橋 友良 

 

 3 来 賓 挨 拶          会津若松市長   室井 照平  様 

 

4 協賛紹介 

 

 5 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 

 

6 競技上の注意            レフェリー   舩木 慎弥 

 

 7 各種連絡及び注意事項  アシスタントディレクター  太田 陽 

 

 

9：10  試合開始 

 オーダー・オブ・プレイに従って進行いたします。 

 

11：00～15：00 

  中村 修 プロのテニスクリニック 

  各メーカーの試打会 

 

15：00～ 抽選会を実施します。 

 

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セットマッチ（6-6 7 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、2015 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。 

 



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

鈴木　康平 会津学鳳
渡部　琳久 会津学鳳
鈴木　智徳 クロスロード
高柳　剛 ICTC
猪俣　昂昭 フリー
新井田　和也 BawW
前田　恭男 ムーンボール
岡田 隆靖 ムーンボール
渡邉　悠斗 会津学鳳ＯＢ
笹川　祐紀 会津学鳳ＯＢ
山口　孔 会津S・B
高原　顕人 会津S・B
大友　保治 会津S・B
星　孝一 富士通
福島　靖英 SC.AMI
小池　常夫 SC.AMI
只浦　修治 てにす友の会
永峯　淸彦 フリー
吉田 響介 橘Ｊｒアカデミー
竹野　海斗 丸善商事
三鈷　和也 会津高校
佐藤　広崇 葵高校
渡部　陽介 赤べこＴＣＪｒ
柴野　日祐 赤べこＴＣＪｒ
佐藤 有基 福島大学
佐藤 歩 福島大学
諸橋 友良 XEBIO
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諸橋 友良 XEBIO
坂部　経洋 フリー
福地　賢一 ルバート
比地原　邦彦 フリー
井上　宏仁 Space
田中　亨 笠原工業
齋藤　亮 ＴＳＡ
室井　一茂 ＴＳＡ
湊田　照孝 アミューズ
小生　健斗 アミューズ
遠藤　潤 会津学鳳
渡部　泰知 会津学鳳
樋口　大洋 赤べこＴＣＪｒ
樋口　真史 ルバート
横山　優作 会津高校
山口　航平 会津高校
舟橋　明生 会津S・B
久家　教彰 会津S・B
中村　哲也 ＴＳＡ
渡部　隆 ＴＳＡ
大竹　悠哉 アミューズ
渡部　浩司 アミューズ
五十嵐　佑哉 ササキＴＣ
阿部　圭晃 サムズアップ
川井 憲雄 てにす友の会
寺田　功一 てにす友の会
柏木　恭平 フリー
渡部　克仁 フリー
滝浪　真 ムーンボール
市村　隆佳 ムーンボール
高橋　秀斗 会津学鳳
廣岡　大倭 会津学鳳
鈴木　明大 ルバート
辻　善文 ルバート
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加藤　智光 会津S・B
渡部　恵毅 Space
菊地　裕行 てにす友の会
猪俣　毅 てにす友の会
田中　孝夫 いわきＷＴＴＣ
矢部　博康 いわきＷＴＴＣ
佐藤　壮 会津高校
小林　雄祐 会津高校
齋藤　大生 赤べこＴＣＪｒ
斎藤　正志 BawW
山口　健太 会津学鳳
鈴木　雄貴 会津学鳳
有田　啓祐 フリー
佐藤　綾真 フリー
若林　経一 てにす友の会
室井　照平 会津庭球塾
正木　仁朗 会津S・B
湯田　駿也 会津S・B
猪狩　悠司 ザベリオ学園高校

大竹　紘生 ザベリオ学園高校

安部　一哉 てにす友の会
香坂　和幸 てにす友の会
原　洋一 ムーンボール
湯浅　弘英 湯川ファイナル

新田　凌大 一箕中
新田　幸世 会津ローン
高久　風真 会津高校
原　周正 会津高校
西妻 貴明 会津大学
永峯　康生 会津大学
篠田　有希 ルバート
浅野 浩士 ルバート
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浅野 浩士 ルバート
三留 淳之介 会津S・B
吉野　武晃 赤べこＴＣ
木島　寛 てにす友の会
浦部　晶彦 県庁テニス部
福岡　陽介 フリー
茂木　巧 フリー
横田　知明 会津S・B
渡邉　浩司 会津S・B
佐治 智哉 会津学鳳ＯＢ
棚木 大智 会津学鳳ＯＢ
池田　徳輝 会津高校
須貝　尚也 会津工業高校

鈴木　諒祐 赤べこＴＣ
小原　勝也 会津S・B
室井　亮 ルバート
小山 浩典 フリー
古川　惠一 てにす友の会
佐治　泰 てにす友の会
寺田　昌則 ＩＣＴＣ
森戸　俊 RTO
坂井 幸樹 白 大学
遠藤　睦大 県立医大
栗木　直史 会津学鳳
佐竹　俊耶 会津学鳳
岩田　拓深 会津工業高校
芳賀 歩 フリー
池田　久幸 ルバート
木村　一美 ルバート
高橋　勇太 会津高校
高橋　伸弥 会津高校
渋谷　洋太朗 赤べこＴＣ
竹野　弘規 丸善商事
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consolation 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
福島　くみ子 SC.AMI
小池　信子 SC.AMI
弓田　ひな 会津学鳳
山口　真純 会津学鳳
大竹　梨沙 ｐＧ
佐藤　未来 ｐＧ
関口　聖菜 福島大学
中川　かなえ 福島大学
篠田　理恵 ルバート
浅野　理恵 ルバート
小松　規子 いわきNT
矢部　貴子 いわきNT
穴澤　奈月 会津学鳳ＯＧ
大橋　幸江 相馬高校ＯＧ
池田　真紀 ルバート
高野　光恵 さあーくる
小林　愛子 ＳＧ新潟
加藤　沙苗 水原ＴＣ
大竹 小百合 喜多方市民テニス

安部 リカ 竹田病院テニスクラブ

青山　理央 若松商業
新田　知世 若松商業
小原　小百合 space
内海　友希子 チームしぶけん
高橋　ひとみ ルバート
佐藤　郁江 ｐＧ
高橋　聖花 若松商業
永峯 優色 若松商業
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永峯 優色 若松商業
廣木　千咲子 会津学鳳
星　美結 会津学鳳
瓦井　寛子 ゴトーカー
石塚　美恵 ゴトーカー

consolation 1R 2R SF F
菊地　利晴 RTO
赤川　勝正 RTO
渡部　真希 若松商業
大島　綾斗 若松商業
渡部　龍星 会津学鳳
長谷川　寿希 会津学鳳
鈴木　敬道 会津学鳳
鈴木　康海 会津学鳳
森岡　大貴 フリー
伊藤　俊祐 Blitz
豊島　雄輝 赤べこＴＣ
薗田　三四郎 川口高校
高原　昇 フリー
高原　聖良 フリー
酒井　和希 川口高校
菅家　良太 川口高校
蜂谷　倫弘 会津学鳳
山口　壮一朗 会津学鳳
星　春樹 会津学鳳
森　智哉 会津学鳳
武田　北斗 若松商業
佐藤　晃輔 若松商業
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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鵜沼 充幸 ダウンザライン



consolation 1R 1R 2R QF SF F

山口　彩 フリー
一ノ瀬　真美 フリー

遠藤　杏子 若松六中
長谷川　楓 若松六中

成田　真美 会津学鳳
坂井　未来 会津学鳳

佐藤　美優 若松商業
中村　美咲 若松商業

船窪　規圭 若松六中
大島　和 若松六中

鈴木　春菜 会津高校
鈴木　菜々子 会津高校

斎藤　三菜 会津学鳳
渡部　美菜子 会津学鳳

江川　舞優 若松六中
菊地　夢叶 若松六中

大沼　彩乃 若松商業
小椋　玲奈 若松商業

鈴木　舞耶 若松六中
大関　陽菜 若松六中

玄永 菜々子 会津高校

All Aizu and XEBIO cup 2015 women's Beginner Doubles Championship
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玄永 菜々子 会津高校
高畑　ありさ 会津高校

岩澤　歩美 若松六中
大関　美悠 若松六中

佐藤　祐紀 若松六中
古川　東誉 若松六中

平塚　紀佳 若松六中
竹野　みなみ 赤べこＴＣＪｒ

佐藤　理鈴 若松六中
岩沢　柚姫 若松六中

星　芽衣 会津学鳳
成田　美空 会津学鳳

福島　愛里 会津高校
星野　早瑛 会津高校

二瓶　陽菜 若松六中
佐藤　安希 若松六中

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
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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

☆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


