
（1） 大会日程及び会場

期日： 令和２年８月２２日（土）・２３日（日）

会場： 福島市庭球場

（2） 検温時間 ８時１０分～ 検温してから会場に入場願います

（3） 受付時間 ８時５０分　受付締切

（4） プラクティスコート

男子コート割 (コート割は下記の通り）

女子コート割

（5） 開会式 ９:１５　～ コートには集合せず、放送にて行う予定です

（6） 試合開始 ９:３０　予定

コートNo. 1 2 3 4 5 6

エクセル

7 8 9 10 11 12

BLITZ

マッスル

BLITZ

インテリ
フォレストTC 広成建設 福島T.C

13 14 15 16 17 18

BIGOT　A BIGOT　B クラシック

コートNo. 1 2 3 4 5 6

チームコムデ

A

チームコムデ

B

福島市役所

テニスクラブ

保原テニス

クラブ

北芝電機

7 8 9 10 11 12

nobu A nobu B nobu C nobu D GASCTT

　８：３０

～８：５０

　８：５０

～９：１０

第3１回 県北クラブ対抗戦

コートNo. 1 2 3 4 8 9

13 14 15 16 17 18

　８：５０

～９：１０ コムデフィユ つばさ 北芝電機 ドリームス 二本松TC

さつきゴジラ

コートNo. 1 2 3 4 8 9

　８：３０

～８：５０
ROSSO セレッソ GASCTT

保原テニス

クラブ

さつきドラゴ

ン



〈連絡事項〉
・ 昨年まではリーグ戦・当日抽選で行っていましたが

今年は密を防ぐため、トーナメント方式・ドロー会議にて組合せ抽選とさせて頂きました

ご了承ください

・ コンソレーションを予定していますが、天候により変更の可能性があります

・ ８：１０から検温を開始します。

選手の皆さんは必ず検温をしてから、会場にご入場願います

(８：１０より前に会場には入れません)

プラティクスコート予定時間の早いチームの方優先でお願いします

・ 監督会議はありません

監督会議資料、参加賞は受付時に代表者にお渡しします



男子エントリー

nobu A nobu B nobu C nobu D
清野　貴寛 渡辺　竜巳 佐藤　健 紺野　健三

佐藤　重昭 菅野　泰信 渡辺　宏 菅野　幸次

佐藤　真也 高久　裕司 藤井　宏治 大河原　瑞月

加藤　正人 沼田　大樹 三浦　幸吉 郡司　亘

二階堂　正 千葉　亮太 佐久間　祥友 鈴木　凌

松浦　遼 遠藤　寿彦 名合　博司 大槻　祐輔

斎藤　祐輔 斎藤　重徳

エクセル・テニス・クラブ 福島T.C BIGOT　A BIGOT　B

田澤　慎 島田　繁 荒　裕二郎 喜古　秀一

佐々木　正広 大沼　貞治 木村　顕太郎 安部　貞夫

吉川　孝弘 木藤　啓一 目黒　翔平 佐藤　良彦

宇内　雅彦 半沢　弘喜 半沢　正利 佐藤　寿明

八島　裕芳 菅野　和博 中川　慶俊 村上　潤一

土屋　英一郎 山田　哲嗣 小澤　篤史 四釜　拓郎

冨田　稔

ＢＬＩＴＺインテリ ＢＬＩＴＺマッスル クラシック フォレストTC

鈴木　涼 舟木　翔平 白土　博文 下條　茂正

安藤　嵩志 矢部　重徳 山口　英樹 小野　俊二

佐藤　龍一 宍戸　慧 高野　宗治 飯沼　武彦

先崎　絃 渡邉　遥 湯野川　幹夫 佐藤　昭一郎

佐藤　将道 内藤　勇成 引地　裕一 鈴木　弘之

佐藤　歩 佐々木　偉琉 菅野　厚美 川村　耕一

伊東　海斗 工藤　奨大

早坂　楓也

チームコムデA チームコムデB 北芝電機 GASCTT

志賀　正義 小林　勉 武内　敦郎 丹治　崇

菊地　健介 佐藤　陽一 田邉　誠 坪井　法彦

渡邉　翔 猪狩　雄司 丹治　淳一 紺野　哲也

古山　貴大 佐久間　基 長谷川　秀樹 荘司　章浩

遠藤　寛幸 茶原　佑典 菊地　亮太郎 小川　雄大

梅宮　和真 大谷　修平 増子　凌 瓦吹　拓人

吉川　敢 田崎　廉 石塚　典男

大宮　剛

広成建設 福島市役所テニスクラブ 保原テニスクラブ

小形　慎一郎 高橋　善則 山内　雄和

芳賀　充司 菅野　敬明 樋口　高夫

佐藤　仁 谷　康二 加藤　泰裕

大瀧　博之 大倉　一平 橋本　憲義

渡辺　拓人 坂本　悠太 岡野　征広

安斎　勝之 石井　颯悟 下山　浩

三浦　拓真 矢吹　昌大 楠岡　敦志

立花　弘也 後藤　遥斗 大内　輝夫

佐藤　朋幸



女子エントリー

ROSSO セレッソ GASCTT 保原テニスクラブ

佐藤　悦子 髙木　典子 隅木　睦子 大室　光子

千葉　喜久江 佐瀬　純子 佐久間　英子 吉田　薫

坂井　美智代 山田　主恵 荒川　律子 菊田　和代

伊藤　公子 栗原　富子 酒井　ヨシイ 樋口　千春

橘内　悠 山口　加奈子 円谷　ふじ子 大内　紀子

小斎　ひとみ 安齋　浩子 星　好子 秋山　容子

佐久間　明美

つばさ さつきドラゴン さつきゴジラ 北芝電機

鴫原　雅子 宮崎　夏子 芦沢　真由美 永山　未来

後藤　早苗 佐久間　悦子 菅野　るみ子 武内　聖子

黒澤　逸子 中越　好子 小泉　清子 五十嵐　寛子

草野　恵子 福本　晴美 門馬　京子 黒澤　聡子

石井　里美 伊藤　千春 加藤　かおり 酒井　伸恵

村上　さおり 菅野　悦子 本間　初枝 半澤　響子

山本　千賀子 鈴木　和美 渡邊　いづみ

菅家　洋子

コムデ・フィユ ドリームス 二本松TC

鈴木　幸子 津田　千恵子 廣瀬　真弓

草苅　まゆみ 橋本　貞子 大谷　幸子

寺島　晴美 鬼満　由香 遠藤　純子

二瓶　浩美 加藤　信子 菅野　久子

山岸　幸子 菅野　法子 菅野　三起子

小林　里佳 秋山　幸子 小林　美智子

五十嵐　礼子 高橋　絹子

湯田　美菜子

渡辺　康子



男子トーナメント

第１シード チームコムデＡ
第２シード ｎｏｂｕ　Ａ
第３・４シード チームコムデＢ ・ ｎｏｂｕ　Ｂ

広成建設

nobu C

ＢＬＩＴＺインテリ

BIGOT　A

北芝電機

チームコムデB

保原テニスクラブ

ＢＬＩＴＺマッスル

GASCTT 福島市役所テニスクラブ

福島TC

nobu A

フォレストTC

nobu B

nobu D

BIGOT　B

チームコムデA

エクセル・テニス・クラブ

クラシック



女子トーナメント

第１シード　　　さつきドラゴン

第２シード　　　ＧＡＳＣＴＴ

GASCTT

北芝電機

ROSSO

二本松TC

つばさ

さつきゴジラ

コムデ・フィユ

保原テニスクラブ

さつきドラゴン

ドリームス

セレッソ


