
一般　男子ダブルス 一般　女子ダブルス

1 宇佐美仁彬 東邦銀行TC 19 黒葛原康太 ルバ－トＴＣ 1 渡部　路子 ｍｏｃａ 7 桑野　詩歩 ファミリーITC

小川　雄大 NOBU 佐久間　元 ルバ－トＴＣ 菅野眞由美 ｍｏｃａ 佐藤　真梨 Colors

2 金子　隼人 白根フレンドリー 20 二瓶　俊昭 ルバ－トＴＣ 2 佐藤　諭子 ｍｏｃａ 8 池田　真紀 ルバ－トＴＣ

中野　　優 白根フレンドリー 勝又　優希 フリ－ 小松　真弓 ｍｏｃａ 高橋ひとみ ルバ－トＴＣ

3 大矢　司朗 白根フレンドリー 21 江川　陸斗 S.T.K 3 永山　未来 北芝TC 9 高山　　愛 てにんちゅ

高野　祐生 白根フレンドリー 山下　裕也 会津大学 安藤　未来 フリー 桑原　新菜 エルレッセTC

4 岩田　拓深 フリー 22 室井　照平 会津庭球塾 4 加藤　寛子 TFL 10 三笠　陽子 ラフィエスタ

永峯　淸彦 てにす友の会 若林　経一 てにす友の会 金子英理華 白根フレンドリー 木暮真由美 富士通

5 鈴木　良汰 フリー 23 大友　保治 会津RB 5 田﨑　妃乃 会津学鳳高校 11 田﨑奈々恵 AIZTC

佐藤　朋希 フリー 斎藤　　学 郡山TC 渡辺　涼佳 会津学鳳高校 浅野　理恵 AIZTC

6 米田光太朗 ミッテテニスクラブ 24 島田　　翔 ファミリーITC 6 神本　舞衣 フリー 12 富川佳代子 フリー

佐藤　修身 ミッテテニスクラブ 橋川　直輝 YeLL 加藤　茉莉 フリー 勝澤　悠依 フリー

7 五ノ井洋介 駿河台大学 25 佐藤　優介 会津高校

池田　剛希 日本工機 佐藤　佑樹 会津リトルＪr

8 山田　修成 てにんちゅ 26 高山　愁平 Goose Court

小川　拓海 たまかけ 田中　大河 たまかけ ビギナー　男子ダブルス

9 佐藤　健介 郡山テニスクラブ 27 坂部　経洋 ＳＫＢＰ 1 大友　雅人 会津リトル 3 二瓶虎太朗 会津リトル

飯塚　　生 郡山テニスクラブ 諸橋　友良 XEBIO 石橋　快斗 会津リトル 小澤　遼祐 スター会津

10 増子　大樹 牡丹台テニスクラブ 28 夏井　皓平 フリー 2 満田　凰雅 会津リトル

伊藤　大地 牡丹台テニスクラブ 関　　仁志 フリー 飯塚健志郎 会津リトル

11 髙橋　直己 てにす友の会 29 村井　　努 Space135

加藤　幸一 スウィング 深沢　大地 CTC ビギナー　女子ダブルス

12 佐々木次方 サムズアップ 30 串淵　克則 てにす友の会 1 星野　瑠杏 会津学鳳高校 4 渡部　　楓 若松商業高校

涌井　祐貴 サムズアップ 香坂　和幸 てにす友の会 佐藤亜衣子 会津学鳳高校 福島　小晴 会津学鳳高校

13 石津　衛一 フリー 31 湯田　駿也 S.T.K 2 秋山　悠里 会津学鳳高校 5 串淵　未来 会津リトル

山本　　拓 フリー 正木　仁朗 S.T.K 芳賀　　遥 会津学鳳高校 田﨑　稟佳 会津リトル

14 畑　　俊啓 ルバートＴＣ 32 井上　　翔 ATL 3 永井　琴乃 会津学鳳高校 6 浅野　真希 会津リトル

佐治　　泰 てにす友の会 大槻　祐輔 ATL 髙島　　圓 若松商業高校 浅野　真穂 会津リトル

15 松本　和也 赤べこ 33 小野　裕幸 ファミリーITC

齋藤　　駿 S.T.K 鈴木　雄也 南区テニス協会

16 加茂　治衡 CTC 34 吉原　卓未 フリー

加茂　尚政 CTC 藤澤　柾輝 フリー 36 組

17 菊地　海斗 S.T.K 35 永井　皇士 会津高校 3 組

久家　教彰 S.T.K 谷ケ城　昴 会津高校 12 組

18 押部　　亘 ルバ－トＴＣ 36 中村　実也 ラケット倶楽部 6 組

飯倉　　海 フリ－ 松沢　芳夫 ラケット倶楽部 　 合　計 57 組

All Aizu and XEBIO cup 2022 Championship　Entry list

ビギナー　男子ダブルス

一般　女子ダブルス

ビギナー　女子ダブルス

一般　男子ダブルス

健康チェックシートは大会10日前（8月2日）からの検温記録を記入の上、大会当日、受付に提出してください。


