
第３７回福島県ダブルステニス選手権大会 連絡事項 
 

                   ディレクター  宗像美奈子 
別紙、仮ドローを掲載いたします。 
氏名、クラブ等に誤りがないかご確認ください。 

１、 大会日程 
   平成２３年１月１５日（土） 一般男子、一般女子 
        １月１６日（日） ３５才、４５才、６０才以上男子 
                 ４０才以上女子 
      （尚、４０才以上、５０才以上、５５才以上男子、５０才、６０才以上女

子については不成立となりました） 
２、 大会会場 
   富岡町ふれあいドーム（砂入り人工芝 ３面） 
     但し、天候が良い場合は外のテニスコート（砂入り人工芝）を   

使用する場合もあります 
３、 受付 
   受付締め切り 午前９時 
          但し、２日目の６０才以上男子は １１時 締め切り 
   プラクティスコート ８:３０～９:００（一人１０分程度） 
４、 試合内容 
   トーナメント方式 （６０才以上男子はリーグ戦） 
   １タイブレークセットマッチ 
   試合前の練習 サービス４本 
    
 
東北大会について 

 平成２３年 ２月２６日（土）～２７日（日） 
 シェルコムせんだい （砂入り人工芝） 

   出場枠  一般男子・女子 上位４ペア 
 ３５,４５才以上男子 上位２ペア 

        ４０才以上女子 上位２ペア 



一般男子

252① 1 小形　慎一郎 （BIGOT)
石井　　新 （BIGOT)
2 BYE

3 佐藤　裕太 （SOTC）
矢吹　　譲 （SOTC）
4 田村　直賢 （原町高)
権　　直人 （グリーンTC相馬)

110④ 5 宗像　貞治 （あさかファミール）
斎藤　　学 （郡山TC）
6 渡辺　哲之 （ラブテニス）
小山　幸治 （ラブテニス）
7 中村　　亮 （ルバートTC）
豊島　広樹 （原町クラブ）
8 小澤　拓也 （日本工機）
皆川　祐真 （フラッシュアイ）
9 矢吹　貴志 （郡山ローン)
小出　武浩 （日本工機）

10 加藤　智光 （昭和電工）
富田　佳永 （Baww)

11 BYE

152③ 12 奥澤　　厚 （日本工機）
大河原　庸平 （BIGOT)

13 番場　　遼 （原町クラブ)
鎌田　　隼 （原町クラブ)

14 佐藤　真也 （NOBU)
篠田　有希 （ルバートTC)

15 BYE

181② 16 井上　泰正 （ふくしま縣信）
岩永　尚志 （あさかファミール）

３位決定戦

５位決定戦



一般女子

374① 1 竹野　礼子 （丸善商事）
岡部　智子 （あさかファミール）
2 BYE

3 BYE

4 橋本　敦子 （オレンジ）
永塚　清美 （オレンジ）
5 鴫原　悦子 （GATC)
大隈　広子 （ダンロップスポーツ）
6 BYE

7 BYE

8 星田　ひろみ （あさかファミール）
高木　佳代子 （SLENNDER)
9 坂井　美智代 （ROSSO）
伊藤　公子 （ROSSO）

10 坂本　栄子 （YHSC)
金子　美香 （浪江TC)

11 BYE

12 高橋　勝美 （ルンルンTC）
冨谷　直美 （モンキーテニス村）

13 新田　真理 （SUNTC）
山岸　久美子 （さわやか）

14

15 BYE

46② 16 本多　朋子 （オレンジ）
熊田　利恵子 （Tomorrow）

３位決定戦

５位決定戦



３５才以上男子

355① 1 近藤　　恭 （SOTC）
大葉　　茂 （SOTC）
2 BYE

3 山田　清文 （TEPCO）
今野　　明 （富岡TC）
4 篠原　孝之 （QOO）
本田　直大 （QOO）
5 渡辺　晃憲　 （いわきニュータウン）
福田　清宣 （日本化成TC）
6 鎌田　猛人 （YTC)
松本　一彦 （大熊TC)
7 BYE

96② 8 伏見　俊一 （原町クラブ）
遠藤　修司 （原町クラブ）

3位決定戦

４５才以上男子

302① 1 樋口　高夫 （保原TC)
遠藤　勝也 （いわきニュータウン）
2 BYE

3 井出　孝利 （県庁TC)
須田　俊幸 （県庁TC)
4 村井　博哉 （富岡TC)
池沢　　武 （富岡TC)
5 BYE

6 松崎　政一 （いわきニュータウン）
大平　堅市 （共立病院）
7 BYE

246② 8 藤本　　要 （福島学院大）
渡辺　良晃 （あさかファミール） 3位決定戦



４０才以上女子

300① 1 大塚　由弥子 （あさかファミール）
上遠野　和恵 （オレンジ）
2 BYE

3 波多野　洋子 （SOTC）
大竹　満子 （あさかファミール）
4 馬上　久代 （オレンジ）
坂本　美穂子 （いわきNTC）
5 松崎　悦子 （IVTC）
渡辺　さゆり （IVTC）
6 宮崎　夏子 （さつき）
桜本　琴美 （さつき）
7 風間　光子 （モンキーT村)
坂本ひろみ （モンキーT村)

228② 8 根本　久美子 （SOTC）
福山　貴美子 （郡山TC）

６０才以上男子

1 2 3 順位

佐久間　光弘 （原町クラブ）
佐藤　敏明 （北芝TC）

松浦　真一 （保原TC）
福地　浩司 （保原TC）
井上  啓之 （TEPCO）

西原　健一 （内郷庭協）

1

2

3


