
令和元年 8月 1２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１９回ゼビオカップ第３１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。 



Men's　Doubles（男子ダブルス） Women's　Doubles（女子ダブルス）

1 高山　愁平 昭栄産業㈱ 28 庄司　公一 カルロスTC 1 永峯　優女華 赤ベコTC 7 菅野　真由美 さくら

矢澤　崚平 上越教育大学 羽毛田　匡 カルロスTC 渡部　晴香 赤ベコTC 渡部　路子 さくら

2 松野　智也 藤田金属㈱ 29 滝浪　真 ムーンボール 2 池田　真紀 ルバートTC 8 富川　佳代子 フリー

高野　優太 エルレッセ 原　洋一 ムーンボール 高野　光恵 さあくる 阿部　祐里子 フリー

3 田中　亨 富田テニスクラブ 30 尾身　康廣 cresc. 3 吉田　陽子 東洋エンジ 9 新田　知世 フリー

尾崎　達也 富田テニスクラブ 中山　慶 cresc. 高橋　ひとみ ルバートTC 高橋　聖花 フリー

4 木村　剛士 NEST 31 鈴木　明大 ルバートTC 4 酒井　円 ムーンボール 10 佐藤　悦子 ROSSO

矢部　重徳 Blitz 辻　善文 フリー 清野　雅子 ムーンボール 鴫原　陽子 ROSSO

5 池田　徳輝 32 池田　久幸 ルバートTC 5 渡部　かおり ムーンボール 11 佐藤　郁江 若松勤青TC

池田　剛希 日本工機㈱ 勝又　優希 ルバートTC 岡田　尚子 ムーンボール 佐野　礼子 若松勤青TC

6 星　一輝 JA会津よつば 33 斎藤　駿 ルバートTC 6 小松　真弓 さくら

小川　栄太郎 JA会津よつば 山内　涼人 フリー 宗像　諭子 さくら

7 佐藤　綾真 JA会津よつば 34 齋藤　大生 会津高校

有田　啓祐 JA会津よつば 柴野　日祐 フリー Men's　Beginner　Doubles（ビギナー男子ダブルス）

8 小山　浩典 フリー 35 能勢　航羽 会津高校 1 鈴木　陽大 いわき海星 8 三瓶　祐翔 Topspin

室井　亮 nobu 若菜　広弥 会津工業高校 佐藤　翼 オレンジ 山崎　隆史 Topspin

9 田井　隼翔 フリー 36 香坂　和幸 てにす友の会 2 鈴木　陽裕 フリー 9 大塚　雄介 本宮高校

茂木　巧 フリー 猪俣　毅 てにす友の会 鈴木　昌仁 フリー 半沢　拓真 葵高校

10 佐々木　次方 Thums up 37 佐治　泰 てにす友の会 3 湯田　修司 ザベリオ学園高校 10 成田　智哉 会津学鳳高校

涌井　裕貴 Thums up 古川　恵一 てにす友の会 鈴木　大樹 会津工業高校 丸山　陽輝 会津学鳳高校

11 加藤　貴哉 フリー 38 三留　淳之介 会津RB 4 田中　亨 会津高校 11 折笠　大 会津学鳳高校

藤澤　柾輝 フリー 久家　教彰 会津RB 佐藤　匠 会津高校 山浦　武琉 会津学鳳高校

12 吉原　卓未 フリー 39 遠藤　新 フリー 5 太田　光希 葵高校 12 佐藤　太一 会津学鳳高校

舟橋　明生 フリー 井上　翔 フリー 海和　剛 会津リトルJr. 武田　大和 会津学鳳高校

13 阿部　圭晃 Thums up 40 岩田　拓深 会津RB 6 須賀　了磨 会津高校 13 竹田　有希哉 会津学鳳高校

渡邉　健太郎 Thums up 須貝　尚也 会津RB 武藤　翼 会津高校 公家　和哉 会津学鳳高校

14 穴澤　良平 丸善商事 41 坂内　俊介 赤ベコTC 7 中村　実也 フリー

二瓶　俊昭 ルバートTC 加藤　智光 会津RB 樽井　英二 フリー

15 和田　錬音 東北学院大学 42 米谷　亮太郎 赤ベコTC

新田　凌大 東北学院大学 米谷　海音 会津リトルJr. Women's　Beginner　Doubles（ビギナー女子ダブルス）

16 堀江　純 フリー 43 新井田　和也 NEST 1 小沼　光 若松六中 7 長谷川　果南 葵高校

佐藤　大介 フリー 猪俣　昴昭 BLITZ 管　さくら 若松六中 細谷　美羽 葵高校

17 畑　俊啓 ルバートTC 44 野澤　佳功 若松勤青TC 2 石橋　汐姫 若松六中 8 田﨑　奈々恵 勤教スポーツクラブ

佐瀬　文博 フリー 渡部　克仁 若松勤青TC 中川　美優花 若松六中 田中　真由美 勤教スポーツクラブ

18 夏井　皓平 フリー 45 松本　和也 若松勤青TC 3 齋藤　愛佳 若松六中 9 二階堂　彩華 福島南高校

荒川　夏洋 フリー 金田　拓也 若松勤青TC 永井　琴乃 若松六中 佐久間　祥乃 福島南高校

19 磯部　弘之 富士通TC 46 平山　亮太 若松勤青TC 4 高島　圓 若松六中 10 福王寺　凛 福島南高校

松沢　芳夫 富士通TC 入江　伸弥 若松勤青TC 永井　もえ 若松六中 小林　愛美 福島南高校

20 湯田　駿也 会津RB 47 野澤　学志 teamLab 5 山口　莉央 若松六中 11 関口　春花 会津学鳳高校

大友　保治 会津RB 菊地　海斗 teamLab 秋山　悠里 若松六中 皆川　笑香 会津高校

21 海和　大地 葵高校 48 秋津　泰斗 会津工業高校 6 浅野　理恵 フリー 12 石田　茉央 会津学鳳高校

大友　一真 会津工業 渡部　光汰 会津工業高校 浅野　真希 会津リトルJr 木田　結子 会津学鳳高校

22 竹野　弘規 丸善商事 49 斎藤　祐輔 nobu

丸山　智記 KPP 佐久間　祥友 nobu

23 守谷　隆昭 XEBIO 50 木島　寛 てにす友の会

坂部　経洋 フリー 浦部　晶彦 フリー

24 鷹司　俊治 SMBC 51 飯沼　武彦 フォレスト

水谷　真大 XEBIO 原田　大貴 フリー

25 前田　恭男 カルロスTC 52 山野邉　兼介 いわきニュータウンテニスクラブ

篠原　裕治 カルロスTC 村上　勇気 いわきニュータウンテニスクラブ

26 岡田　隆靖 ムーンボール 53 柳沼　康生 日大東北高校

吉野　充晃 カルロスTC 樋口　大洋 会津学鳳高校

27 松村　真治 カルロスTC 54 小林　雄太 会津RB

吉田　敬太朗 カルロスTC 芳賀　歩 会津RB

All Aizu and XEBIO cup 2019 Championship　Entry list
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