
会場 : 福 島 庭 球 場 

後 援 福 島 市 教 育 委 員 会

第３３回県北クラブ対抗戦

令和４年７月１６日（土）
　　　　　　１７日（日）

日時：

主 催 県 北 テ ニ ス 協 会

主 管 福 島 市 テ ニ ス 協 会



nobu A nobu B nobu C エクセル

佐藤　重昭 菅野　泰信 齋藤　重徳 宇内　雅彦

二階堂　正 高久　裕二 佐藤　健 高橋　善則

佐藤　真也 千葉　亮太 鈴木　凌 佐々木　正広

小玉　浩靖 大波　利彦 郡司　亘 安斎　正弘

松浦　遼 遠藤　寿彦 大河原　瑞樹 高橋　与志夫

菅野　翔希 菅野　幸次 渡辺　竜巳 吉川　孝弘

篠田　有希 名合　博司 八島　裕芳

BIGOT　A BIGOT　B BIGOT　C 福島東高校

菅野　厚美 木村　顕太郎 白石　直樹 市川　倖大

半沢　正利 佐藤　良彦 手塚　雄司 佐藤　琉成

小澤　篤央 喜古　秀一 村上　潤一 菊地　英介

目黒　翔平 安部　貞男 四釜　拓郎 山本　晃希

佐藤　寿明 菅野　洋之 渡邉　良一 齋藤　蓮斗

長岡　央磨 荒　裕二郎 及川　礼人 原田　泰成

渡辺　勇輔

保原テニスクラブ チームコムデ チームラポーム 広成建設

安藤　哲朗 渡邉　翔 志賀　正義 小形　慎一郎

山内　雄和 佐藤　仁 小林　勉 大瀧　博之

福士　寛樹 古山　貴大 香野　拓也 渡辺　拓人

岡野　征広 遠藤　寛幸 武田　出 中澤　亨

橋本　憲義 梅宮　和真 佐藤　惠祐 本多　修一郎

加藤　泰裕 原田　駿 吉川　敢 菊地　佑基

楠岡　敦志 久米　虎太朗

大内　輝夫 山崎竣矢

ＢＬＩＴＺ 金谷川T.C クラシック

舟木　翔平 佐々木　元 大橋　孝一

廣沢　新 町田　舜典 中村　裕一

宍戸　慧 小山　康成 樋口　高夫

佐藤　龍一 佐々木　偉琉 山口　秀樹

矢部　重徳 鈴木　亮太朗 手島　克彦

渡邉　遥 内藤　勇成 高野　宗治

須田　悠

福島市役所硬式テニスクラブ smash. 福島テニスクラブ

菅野　敬明 坪井　法彦 島田　繁

矢吹　昌大 八鍬　耕平 山田　哲嗣

齋藤　僚汰 桐山　拓未 冨田　稔

田畑　陽平 吉井　靖剛 近藤　務

後藤　遥斗 管野　巧 菅野　賢司

石井　颯悟 大山　仁 山田　準



1 11
3-0 3-0
6-4 6-0

2 6-2 6-3
2-1 6-0 13 7-6
6-0 1 3-0 （4）
6-3 3-0 6-4
1-6 6-3 6-3

6-2 6-1 13
6-4 3-0

6-2
6-0

5 優勝 6-1
2-1
6-1 1 15
5-7 2-1 2-1
6-2 6-3 4-6 15

3-6 6-3 3-0
6-3 6-2 6-4

6-1
7 6-3

2-1
6-3 15
2-6 3-0
6-3 8 6-1 16

2-1 6-0 3-0
6-2 6-2 6-1
6-1 18 6-1

8 6-7 2-1 6-1
3-0 （5） 6-0
6-0 0-6
6-4 6-4
6-1

1 チームコムデ

2 BRITZ

3 エクセル・テニス・クラブ

4 ｎｏｂｕ　Ｃ

5 ｓｍａｓｈ．

6 ＢＩＧＯＴ　Ｂ

7 チームラポーム

8 ｎｏｂｕ　Ａ

9 福島市役所硬式テニスクラブ

10 福島東高

11 ｎｏｂｕ　Ｂ

12 ＢＩＧＯＴ　Ｃ

13

17 福島テニスクラブ

18 ＢＩＧＯＴ　Ａ

広成建設

14 クラシック

15 金谷川T.C

16 保原テニスクラブ

第１シード　チームコムデ

7-6
（４）

チームコムデ

3-0
7-6
（3）
6-1



ROSSO MAX.L 金谷川T.C ドリームス

佐藤　悦子 丹治　弘子 大内　翼 津田　千恵子

千葉　喜久江 梅宮　由美子 大谷　彩織衣 佐藤　寿美江

坂井　美智代 鈴木　幸子 佐藤　瑠衣 鬼満　由香

伊藤　公子 鈴木　優子 谷口　明日香 菅野　法子

橘内　悠 大橋　初美 本田　新菜 加藤　信子

小斎　ひとみ 田岡　登喜子 村上　優圭 秋山　幸子

さつきMIDORI さつきKIMIDORI GASC.TT

宮崎　夏子 芦沢　真由美 酒井　ヨシイ

伊藤　千春 菅野　たかね 荒川　律子

佐久間　悦子 本間　初枝 星　好子

中越　好子 小泉　清子 吉田　淳子

鈴木　和美 門馬　京子 佐久間　英子

福本　晴美 渡邊　いづみ 隅木　睦子

チーム・コムデ mocaリッチ カリメロ

鈴木　幸子 佐藤　諭子 酒井　薫

草苅　まゆみ 小松　真弓 安田　和枝

寺島　晴美 菅野　眞由美 永山　京子

二瓶　浩美 国分　理加 佐藤　裕子

山岸　幸子 岡崎　亜由美 庄司　みゆき

古山　初奈 岡崎　早苗 江川　由紀江

小林　里佳 鈴木　弘子 竹田　美千代

腰越　治代

保原テニスクラブ 二本松TC セレッソ

菊田　和代 大谷　幸子 高木　典子

大室　光子 菅野　久子 栗原　富子

吉田　薫 菅野　三起子 山口　加奈子

大内紀子 小林　美智子 山田　主恵

水島衣里 高橋　絹子 佐瀬　純子

小原　浩美 廣瀬　真弓 大槻　ひとみ

佐久間　明美 湯田　美菜子 安斎　浩子

佐藤　さおり 渡辺　康子 穐本　春代

守谷　久美子

小野　いく子



1

3-0

3 6-0

3-0 6-1

6-0 6-3

6-0

6-0 1

3-0

6-3

5 6-2

2-1 6-1

3-6

6-2 5

6-3 3-0

6-3

6 6-3

2-1 6-3

6-3

5-7 1 優勝

6-3 2-1

6-1

5-7

6-3

9

2-1

9 6-4

2-1 6-0

6-3 0-6

6-4 9

4-6 2-1

6-0

6-2

12 1-6

2-1

6-2 13

1-6 3-0

3-6 6-3

6-0

6-2

第１シード　ROSSO

ROSSO

1 ROSSO

2 MAX.L

3 二本松TC

4 セレッソ

5 GASC.TT

6 ドリームス

7 さつきKIMIDORI

8 保原テニスクラブ

9 金谷川T.C

13 チームコムデ

10 さつきMIDORI

11 ｍｏｃａリッチ

12 カリメロ


