
主 催　　県北テニス協会

主 管　　福島市テニス協会

後 援　　福島市教育委員会
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福島市森合上柳内1－1

024-557-1511

第42回市長杯争奪ダブルス大会

日 時　　　令和４年６月５日（日）　

一般男子Ⅰ部・Ⅱ部　一般女子Ⅰ部・Ⅱ部

小学生の部(男子・女子）・中学生の部（男子・女子）

45才・50才・55才・60才・6５才・70才以上男子の部

45才・5０才・60才以上女子の部



【一般男子の部】

宇佐見仁彬 東邦銀行 遠藤　寛幸 チームコムデ

佐々木偉琉 金谷川ＴＣ 原田　駿 チームコムデ

古川　誠 富田ＴＣ 八鍬　耕平 ｓｍａｓｈ．

佐藤　俊樹 県庁ＴＣ 管野　巧 ｓｍａｓｈ．

木村　顕太郎 BIGOT 人見　竜聖 GRIT

小澤　篤央 BIGOT 菊地　駿太 GRIT

大波　利彦 nobu 蝦名　一晃 金谷川ＴＣ

遠藤　寿彦 nobu 町田　舜典 金谷川ＴＣ

田中　大貴 金谷川ＴＣ 舟木　翔平 BLITZ

山本　颯太 金谷川ＴＣ 廣沢　新 BLITZ

名合　紀博 GASC.TT 白石　直樹 BIGOT

八島　柊人 GRIT 及川　礼人 BIGOT

菊地　亮太郎 北芝TC 二階堂　正 nobu

大宮　剛 北芝TC 清野　貴寛 nobu

佐藤　仁 チームコムデ 松浦　遼 nobu

古山　貴大 チームコムデ 小川　雄大 nobu

渡邉　遥 BLITZ

齋藤　友貴 BLITZ

佐々木　元 金谷川ＴＣ 鈴木　亮太朗 金谷川ＴＣ

小山　康成 金谷川ＴＣ 藤倉　快 金谷川ＴＣ

小玉　浩靖 nobu 大倉　一平 福島市役所

山口　智弘 郡山TC 高橋　善則 エクセル

吉井　靖剛 ｓｍａｓｈ． 千葉　亮太 nobu

桐山　拓未 ｓｍａｓｈ． 佐久間　祥友 nobu 

目黒　翔平 BIGOT 高木　大輔 GRIT

四釜　拓郎 BIGOT 鳴海　太陽 FTTC橘ｊｒ

加藤　正人 nobu 大瀧　博之 広成建設

半沢　正利 BIGOT 菅野　将大 福島市役所
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角掛　光洋 ｎｏｂｕ

志賀　正義 チームコムデ

木須　秀徳 UFO倶楽部

大河内　賢一 UFO倶楽部

岡野　征広 保原TC

引地　祐一 北芝TC

八島　裕芳 エクセル

片平　利恭 チームコムデ

芹田　有一 柚ちゃん

関　隆明 柚ちゃん

中村　徹 nobu

籏野　剛 GASC.TT

宇内　雅彦 エクセル

安斎　正弘 エクセル

坪井　法彦 ｓｍａｓｈ．

大山　仁 GASC.TT

楠岡　敦志 保原TC

大内　輝夫 保原TC

落合　英一 チームコムデ

佐藤　陽一 チームコムデ

中村　裕一 クラシック

高野　宗治 クラシック

斎藤　栄久夫 フォレスト

鈴木　弘之 フォレスト

須田　俊幸 県庁TC

小林　勉 チームコムデ
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二瓶　匡弘 GATC

佐藤　憲博 ローンTC

坂詰　健一 ＵＦＯ俱楽部

秋山　勝 ＵＦＯ俱楽部

阿部　勲 柚ちゃん

松崎　幸夫 柚ちゃん

小川　秀稔 アストレイ

菅野　敬明 福島市役所

岡　　伸一 ＵＦＯ俱楽部

渡辺　房治 ＵＦＯ俱楽部

治田　文法 GASC.TT

金子　洋一 レジェンド

小山　明夫 泉町ＴＣ

後藤　孝義 泉町ＴＣ

佐藤　秋一 GASC.TT

菅原　告哉 GASC.TT

山田　哲嗣 福島TC

冨田　稔 福島TC
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喜古　秀一 BＩＧＯＴ

安部　貞男 BＩＧＯＴ

千葉　俊雄 ＵＦＯ俱楽部

國分　信博 GASC.TT

加藤　純一 さくらクラブ

鈴木　俊夫 さくらクラブ

福士　寛樹 保原ＴＣ

安藤　哲朗 保原ＴＣ

佐藤　敏明 GASC.TT

紺野　宏 アストレイ

吉内　秀典 Ｆ.Ｊ.Ｃ

大越　忠士 ＭＴＣ

忍　尤二 忍ＴＣ

大沼　貞治 Ｆ.T.Ｃ

松村　光二 Ｆ.Ｊ.Ｃ

佐久間　勉 Ｆ.Ｊ.Ｃ

甚野　　博 Ｆ.Ｊ.Ｃ

島田　　繁 Ｆ.Ｊ.Ｃ

山元　隆雄 ＫＭＴK

佐藤　文秋 ＫＭＴK

力丸　清信 忍ＴＣ

松本　幸久 忍ＴＣ

①

②

5

6

【6５才男子の部】

3

②

①

4

【７０才男子の部】

2

3

1

2

5

1

4



坂井美智代 ＲＯＳＳＯ

小形美奈子 広成建設

安田　和枝 カリメロ

酒井　薫 カリメロ

黒澤　聡子 北芝ＴＣ

五十嵐　寛子 北芝ＴＣ

武内　聖子 北芝ＴＣ

半澤　響子 北芝ＴＣ

佐藤　瑠衣 金谷川TC

大内　翼 金谷川TC

加藤　弥美 spec!!

本田　寿恵 spec!!

佐藤　さおり 保原ＴＣ

岡崎亜由美 オーストリッチ

樋口　千春 桑折西山城ＴＣ

橘内　　悠 ＲＯＳＳＯ

大谷　彩織衣 金谷川TC

谷口　明日香 金谷川TC

野地　麻由美 ドリームス

丹治　弘子 MAX.L

本田　新菜 金谷川TC

村上　優圭 金谷川TC

古川　絵里奈 富田TC

古山　初奈 チームコムデ

渡邊奈々美 東邦銀行

山岸　幸子 チーム・コムデ
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鈴木　幸子 チームコムデ

草苅まゆみ チームコムデ

山本　奈美子 spec!!

斎藤　久美子 spec!!

鈴木　和美 さつき

小斎ひとみ ＲＯＳＳＯ

湯田　美菜子 二本松TC

菅野　三起子 二本松TC

中越　好子 さつき

伊藤　千春 さつき

吉田　淳子 GASC.TT

二瓶　浩美 チームコムデ

廣瀬　真弓 二本松TC

高橋　絹子 二本松TC

門馬　京子 さつき

小原　浩美 保原TC

山田　主恵 セレッソ

安斎　浩子 セレッソ

大谷　幸子 二本松TC

小林　美智子 二本松TC

駿河由美子 ＵＦＯ俱楽部

菅野るみ子 さつき

順位

福本　晴美 さつき

小林　里佳 チームコムデ

田村　真由美 柚ちゃん

松﨑　美佐子 柚ちゃん

津田　千恵子 ドリームス

鴫原　敦子 MAⅩ
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順位

後藤　遥斗 福島市役所

田畑　陽平 福島市役所

遊佐　昌由 サルビア

照井　和成 サルビア

堀越　一裕 Ｙ.M.Ｈ

藤田　良二 Ｙ.M.Ｈ

大橋　初美 ＭＡＸ.Ｌ

鈴木　幸子 ＭＡＸ.Ｌ

小松　真弓 ｍｏｃａ

佐藤　諭子 ｍｏｃａ

青山　リエ ＵＦＯ倶楽部

山田　恵美子 レインボー

国分　理加 ｍｏｃａ

酒井　伸恵 北芝ＴＣ

佐久間　明美 保原TC

大内　真由 梁川ＴＣ

渡辺　恵 ＵＦＯ倶楽部

田岡　登喜子 ＭＡＸ.Ｌ
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