
     

 

                                  大  会  役  員 
 

大 会 名誉会長    髙谷 雄三 

 

大  会  会  長     須佐 喜夫 

 

大 会 副 会 長   黒澤 新生 佐久間光弘 渡辺洋太郎 波入 一彦 佐藤  敦 

大塚由弥子 

 

顧           問   鈴木 政英 武田 悦男 笠原 賢二 根本 勝也 

遠藤 宏昭 冨田 俊衛 梅津 文子 

 

大 会 委 員 長    戸川 稔朗 

 

大 会 副委員長   竹花  厚 佐藤 正則 西原 健一 舩木 慎弥 伏見 俊一 

吉田 俊男 古川 恵一 佐藤 直樹 佐々木英人 阿部美保子 

井上 泰正 鈴木 隆 

 

大  会   委  員    佐藤 敏明 西内 正耕 木幡 修三 福嶋 健二 

          橘  清孝 福地 賢一 岩永 尚士 今泉 壮規 上遠野和恵 

布浦 紘一 渡辺 幸江 一牛 陽一 

 

ドロー作成委員   【成年の部】 

         渡辺 幸江 佐藤 正則 西原 健一 小池みどり 波多野 洋子 

         阿部美保子 古川 恵一 木村 一美 伏見 俊一 遠藤 修司 

         佐藤 友子 草野 恵子 菅野 悦子  

 

競  技  役  員  【成年の部】 

 

 ディレクター   佐藤 正則 

 

  レフェリー    吾妻 久泰 

 

  ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ   井出 孝利 

 

  委   員    草野 恵子 前川 佳子 菅野 悦子 佐藤 悦子 

佐藤 真也 高木 典子 鴫原 悦子 佐藤 友子 



会　　場 試　合 受付終了 会　　場 試　合 受付終了 試　合 受付終了

一　般 １Ｒ～３Ｒ 8:30 ４Ｒ～ＱＦ 8:30 ＳＦ～Ｆ 8:30

３５歳以上 １Ｒ～ＱＦ 10:30 ＳＦ～Ｆ 8:30

４５歳以上 １Ｒ～ＱＦ 10:30 ＳＦ～Ｆ 8:30

５０歳以上 １Ｒ～ＱＦ ＳＦ～Ｆ

５５歳以上 １Ｒ～ＱＦ ＳＦ～Ｆ

６０歳以上 １Ｒ～ＱＦ ＳＦ～Ｆ

７０歳以上 QF～Ｆ

一　般 １Ｒ～２Ｒ QF～Ｆ

３５歳以上 SF～Ｆ

４５歳以上 １Ｒ～ＱＦ ＳＦ～Ｆ

５０歳以上 ＱＦ～SF Ｆ 10:00

６０歳以上 ＱＦ～SF Ｆ 10:00

一　　般 QF～SＦ 8:30 F

４０歳以上 QF～SＦ Ｆ

４５歳以上 ラウンドロビン

５０歳以上 QF～SＦ Ｆ 8:30

一　　般 １Ｒ～ＱＦ ＳＦ～Ｆ

４０歳以上 QF～SＦ Ｆ

４５歳以上 SＦ～F

５０歳以上 QF～SＦ Ｆ

※天候や進行状況により変更する場合もあります。

※福島市営庭球場　森合（砂入り人工芝１８面）　　福島市森合字上柳内１－１　　　024-557-1511

※十六沼公園テニスコート（砂入り人工芝６面）　　 福島市大笹生俎板山３４１　　   024-558-6151

全試合セルフジャッジとし、成年男女シングルスのＱＦからは、８ゲームプロセットマッチ(セミアドバンテージスコアリング方式)

とし、その他の試合はすべて１タイブレークセットマッチとする。

(プラクテスコート及び時間)

各会場ともに、全てのコート８時から８時４５分まで練習時間とし、９時試合開始の予定。試合前の練習はサービス４本とする。

(関連大会について)

①一般男女は第４１回東北総合体育大会(８月１６～１７日会津)の選手選考会

②男子単３５歳以上の部、複４５歳以上の部、女子４０歳以上の部は第１４回日本スポーツマスターズ２０１４

　(９月２０～２３日埼玉)の選手選考会→試合終了後、手続きをしますので印鑑と参加料７０００円を持参すること。

10:00

７月5日(土) ７月6日(日)

福島市営庭球場
（森合）

十六沼公園
テニスコート

8:30
8:30

福島市営庭球場
（森合）

福島市営庭球場
（森合）

福島市営庭球場
（森合）

十六沼公園
テニスコート

（試合方法）

種　　目

Ｄ

福島市営庭球場
（森合）

福島市営庭球場
（森合）

8:30

７月7(月)

（競技日程及び会場）

シ
ン
グ
ル
ス

ダ
ブ
ル
ス

Ｓ

男
子

女
子

10:30 10:00

福島市営庭球場
（森合）

福島市営庭球場
（森合）

福島市営庭球場
（森合）

10:30

10:30

10:30



 

     

                     競技上の注意(成年の部) 

 

１ この大会は、『JTAテニスルールブック２０１４』の規定を適用します。 

 

２ 出場者は指定された時刻までに受付を行って下さい。定刻までに受付がなされないと

  きは棄権と見なします。 

 

３ 試合方法などは、天候などやむを得ない事情により変更されることがあります。 

 

４ 天候にかかわらず定刻までに会場へ向かって下さい。電話による問い合わせには対応

しません。 

 

５ 雨天などのために日程や会場を変更することがありますので、オフィシャルボードを

  必ず確認して下さい。 

 

６ ボールはダンロップフォートを使用し、全ての試合はニューボールで始めます。 

 

７ ボールは、組み合わせ番号が若い選手が大会本部へ取りに来て下さい。勝者が試合終

  了後、直ちに本部へスコアの報告とユーズドボールの返却をお願いします。 

 

８ 試合と試合の休憩時間を、全て１０分以内に短縮します。 

 

９ 試合前のウォームアップはサービス４本のみとします。 

 

10 服装については『JTAテニスルール２０１４』の規定を適用します。 

 

11 出場取り消しについては、主催者に対し、その理由を必ず文書で提出して下さい。 

 

12 出場者は、傷害保険に全員加入しています。 

 

13 不慮の事故、傷害については、当協会は一切責任を負いかねます。また、会場には医

  師、トレーナーは常駐していませんので、予めご承知おき下さい。 

 

14 JTAポイント及びベテランJOPポイントを取得したい選手は、受付の時に登録番号等を

  大会部に申し出て下さい。なお、新規登録を希望される選手も、その旨を本部へ申し

  出てください。 

 

15 日本マスターズ２０１４への参加資格を得た選手は、すぐ参加申込書を作成するため、

  印鑑と参加料７，０００円を持参して下さい。 



成年男子シングルス

シード № 氏　　　名 所　　　属 1R 2R 3R ４Ｒ QF SF F ｗｉｎｎｎｅｒ

② 73 宗像　祐樹 北　GATC

71 森田　駿介 北　県立医大

72 末永　健汰 会　会津大学

69 井上　敦晴 い　クレハテニス部

70 加藤　智光 会　会津SB

67 湯田　駿也 会　会津SB

68 須田　悠 北　BLITZ

⑬～⑯ 65 小出　武浩 南　日本工機

66 鳴海　英樹 北　福島市役所

63 土棚　貴裕 北　NEST

⑨～⑫ 64 大川原　庸平 南　富士大学

61 鈴木　涼 北　BLITZ

62 鈴木　彬人 会　会津大学

59 矢吹　貴志 南　郡山ﾛｰﾝ

60 鈴木　康夫 い　T－∞

57 小林　鈴依 会　会津大学

58 阿部　達郎 北　BLITZ

⑤～⑧ 55 渡邉　翔 北　チームコムデ

56 田口　修一郎 北　NOBU

53 矢吹　智宏 い　Qoo

③～④ 54 先﨑　絃 南　福島けんしん

51 舟橋　明生 会　会津SB

52 矢部　重徳 北　BLITZ

49 吾妻　久㤗 北　福島市役所

50 斉藤　学 南　日本工機

47 黒田　裕和 北　県立医大

48 渡部　将大 会　会津大学

⑨～⑫ 45 宗像　貞治 南　郡山TC

⑬～⑯ 46 廣沢　　新 北　BLITZ

43 夏井　皓平 北　NEST

44 大平　成一 い　Qoo

41 鈴木　達也 南　日本工機

42 西妻　貴明 会　会津大学

39 奥澤　　孝幸 南　ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ

40 鈴木　哲司 北　県立医大

⑤～⑧ 37 小嶋　祐紀 北　県立医大

38 羽角　勇紀 北　県立医大

35 正木　仁朗 会　会津SB

⑤～⑧ 36 香西　保宏 南　福島けんしん

33 猪狩　雄司 北　I・G・I TC

34 佐々木　良 北　県立医大

31 遠藤　寛幸 北　チームコムデ

32 梅宮　和真 北　県立医大

29 清野　貴寛 北　BLITZ

30 加藤　裕樹 北　県立医大

⑬～⑯ 27 奥澤　　厚 南　日本工機

⑨～⑫ 28 須藤　　将 南　日本工機

25 村野　翔一 い　クレハテニス部

26 渋谷　洋太郎 会　会津SB

23 佐藤　真也 北　NOBU

24 小野　謙太郎 南　日本工機

21 酒井　浩人 北　県立医大

22 佐藤　龍一 北　BLITZ

③～④ 19 今泉　壮規 南　郡山TC

20 渡部　智浩 南　NEST

17 小林　亮太 会　会津大学

⑤～⑧ 18 渋沢　仁也 北　チームコムデ

15 立石　翼 北　NEST

16 下河邉　秀行 北　チームコムデ

13 松崎　雅弘 南　日本工機

14 大塚　充 北　県立医大

11 武内　敦郎 南　郡山ローン

12 古川　敢 北　チームコムデ

⑬～⑯ 9 中田　卓志 い　Qoo

⑨～⑫ 10 阿部　朋秀 北　NEST

7 藤原　俊介 北　NEST

8 柳瀬　貴弘 北　県立医大

6 矢吹　護 南　SOTC

3 金子　朋之 北　NEST

4 三留　淳之介 会　会津SB

① 1 渡邉　健司 南　福島けんしん

2 吉野　正人 北　県立医大

5 猪俣　満 南　日本工機



３５才以上男子シングルス

シード № 氏　　　名 所　　　属 1R QF SF F ｗｉｎｎｅｒ

４５才以上男子シングルス

シード № 氏　　　名 所　　　属 1R ２R QF SF F ｗｉｎｎｅｒ

③～④ 4 菊地　健介 北　チームコムデ

① 1 竹野　弘規 会　丸善商事

2 小野　真一 い　Qoo

5 高橋　徹 い　T-∞

6 本田　直大 い　Qoo

3 志賀　正義 北　チームコムデ

9 星名　誠 南　郡山ローン

② 10 篠原　孝之 い　Qoo

③～④ 7 鈴木　明大 会　ルバートTC

8 菅野　広之 北　OKI

4 鈴木　隆寛 い　Qoo

5 間垣　真一 会　ルバートTC

① 1 伏見　俊一 相　原町ｸﾗﾌﾞ

3 坂内　真隆 会　湯川ファイナル

2 井内　宏 北　GATC

8 赤津　裕康 い　クレハテニス部

9 角掛　光洋 北　MAX

③～④ 6 今野　明 い　広野TC

7 福地　賢一 会　ルバートTC

12 佐藤　裕 北　OKI

③～④ 13 大越　英明 い　いわきNTC

10 藤堂　隆夫 い　クレハテニス部

11 近藤　恭 南　SOTC

16 菅野　久 い　クレハテニス部

② 17 大葉　茂 南　SOTC

14 中原　康則 い　いわきNTC

15 遠藤　修司 相　原町ｸﾗﾌﾞ



５０才以上男子シングルス

シード № 氏　　　名 所　　　属 1R QF SF F ｗｉｎｎｅｒ

５５才以上男子シングルス

シード № 氏　　　名 所　　　属 1R QF SF F ｗｉｎｎｅｒ

3 高橋　直己 会　富士通

4 松崎　政一 い　いわきNTC

① 1 遠藤　勝也 い　オレンジTC

2 bye 　

7 角田　文男 会　湯川ファイナル

8 渡辺　正志 北　My　way TC

③～④ 5 樋口　高夫 北　保原TC

6 鈴木　健文 い　T-∞

11 飯塚　健一 い　Qoo

③～④ 12 田村　英夫 南　SOTC

9 木村　一美 会　ルバートTC

10 下条　茂正 北　フォレスト

15 bye

② 16 渡辺　良晃 南　あさかファミール

13 古川　恵一 会　てにす友の会

14 田山　洋一 い　オレンジTC

③～④ 4 井出　孝利 北　県庁TC

① 1 渡部　恒 い　IVTC

2 池田　久幸 会　ルバートTC

5 伊藤　次男 い　クレハテニス部

6 小野　俊二 北　MAX

3 松崎　弘 北　BIGOT

9 湯浅　弘英 会　湯川ファイナル

② 10 矢野　美紀夫 い　IVTC

③～④ 7 鈴木　真一 南　あさかファミール

8 大久保　健蔵 い　メーダーズTC



６０才以上男子シングルス

シード № 氏　　　名 所　　　属 1R QF SF F ｗｉｎｎｅｒ

７０才以上男子シングルス

シード № 氏　　　名 所　　　属 QF SF F ｗｉｎｎｅｒ

3 芦間　祝二 い　IVTC

4 喜古　秀一 北　BIGOT

① 1 加藤　邦夫 南　希望ヶ丘TC

2 bye

7 佐藤　敏明 北　北芝

8 磯上　啓治 い　クレハテニス部

③～④ 5 井上　啓之 南　富田TC

6 西原　健一 い　内郷庭協

③～④ 12 会田　秀一 南　橘クラブ

9 松下　清美 南　SOTC

10 菅井　保彦 い　日本化成

13 福地　浩司 北　保原TC

14 門脇　伸一 い　クレハテニス部

11 古山　雅昭 北　GATC

① 1 佐久間　光弘 相　原町ｸﾗﾌﾞ

2 高山　正巍 南　安積TC

15 bye

② 16 吉田　和彦 南　富田TC

② 5 今泉　正規 南　郡山TC

3 濱田　正弘 い　クレハテニス部

4 渡辺　洋太郎 い　IVTC



成年男子ダブルス 　

シード № 氏　　名 所　　属 1R 2R QF SF F ｗｉｎｎｅｒ

渡邉　健司

先﨑　絃

森田　駿介

柳瀬　貴弘

古川　敢

遠藤　寛幸

正木　仁朗

三留　淳之介

清野　貴寛

佐藤　龍一

矢吹　護 南　SOTC

奥澤　孝幸 南　ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ

土棚　貴裕

阿部　朋秀

大川原　庸平 南　富士大学

渡邉　翔 北　チームコムデ

梅宮　和真

吉野　正人

小野　謙太郎

鈴木　達也

本多　修一郎

小池　直也

立石　翼

夏井　皓平

中田　卓志

矢吹　智宏

舟橋　明生

湯田　駿也

廣沢　新

阿部　達郎

猪俣　満 南　日本工機

斉藤　学 南　郡山TC

金子　朋之

藤原　俊介

加藤　智光

渋谷　洋太郎

佐藤　真也

田口　修一郎

吾妻　久泰

鳴海　英樹

村野　翔一

井上　敦晴

鈴木　哲司

大塚　充

小出　武浩 南　日本工機

矢吹　貴志 南　郡山ローン

松崎　雅弘

奥澤　厚

酒井　浩人

羽角　勇紀

引地　祐一 北　北芝TC

武内　敦郎 南　郡山ﾛｰﾝ

猪俣　毅 会　てにす友の会

久家　教彰 会　BAWW

渡部　智浩 北　NEST

須藤　将 南　日本工機

矢部　重徳

鈴木　涼

宗像　貞治 南　郡山TC

宗像　祐樹 北　GATC
② 32

27

28

29

30 北　BLITZ

31 bye

③～④ 24

⑤～⑧ 25 南　日本工機

26 北　県立医大

21 北　福島市役所

22 い　クレハテニス部

23 北　県立医大

20 北　NOBU

15 会　会津SB

⑤～⑧ 16 北　BLITZ

⑤～⑧ 17

18 北　NEST

19 会　会津SB

13 北　NEST

14 い　Qoo

10 北　県立医大

11 南　日本工機

12 北　シーガルTC

7

⑤～⑧ 8 北　NEST

③～④ 9

4 北　チームコムデ

5 会　会津SB

6 北　BLITZ

3 北　県立医大

① 1 南　福島けんしん

2 bye



シード № 氏　　名 所　　属 SF F ｗｉｎｎｅｒ

篠原　孝之 い　Qoo

竹野　弘規 会　丸善商事

星名　誠

藤井　秀徳

福地　賢一

鈴木　明大

志賀　正義

菊地　健介

シード № 氏　　名 所　　属 １R QF SF F ｗｉｎｎｅｒ

大葉　茂

近藤　恭

井内　宏 北　GATC

今野　明 い　広野TC

菅野　久

伊藤　次男

角掛　光洋 北　MAX

樋口　高夫 北　保原TC

本田　直大

小野　真一

藤堂　隆夫

赤津　裕康

太田　光彦 会　富士通

田村　英夫 南　SOTC

中原　康則

大越　英明

飯塚　健一

鈴木　康寛

伏見　俊一

遠藤　修司

9 い　Qoo

い　Qoo

② 10 相　原町ｸﾗﾌﾞ

6 い　クレハテニス部

7

　 8 い　いわきNTC

３５才以上男子ダブルス

① 1

2 南　郡山ローン

②

3 会　ルバートTC

③～④

③～④

4 北　チームコムデ

４５才以上男子ダブルス

① 1 南　SOTC

2

3 い　クレハテニス部

4

5



シード № 氏　　名 所　　属 QF SF F ｗｉｎｎｅｒ

渡辺　正志 北　My Way TC

井出　孝利 北　県庁ＴＣ

木村　一美

池田　久幸

古川　恵一 会　てにす友の会

高橋　直己 会　富士通

須田　俊幸

矢内　誠一郎

松崎　弘

喜古　秀一

矢野　美紀夫

渡部　恒

下条　茂正 北　フォレスト

小野　俊二 北　MAX

渡辺　良晃 南　あさかファミール

舩木　慎弥 会　柳津ﾛｰﾝ

シード № 氏　　名 所　　属 QF SF F ｗｉｎｎｅｒ

吉田　和彦 南　富田TC

加藤　邦夫 南　希望ヶ丘TC

芦間　祝二

渡辺　洋太郎

福地　浩司 北　保原TC

古山　雅昭 北　GATC

門脇　伸一

磯上　啓治

佐藤　敏明 北　北芝

丹治　敏弘 北　GATC

井上　啓之 南　富田TC

西原　健一 い　内郷庭協

5

② 6

① 1

2 い　IVTC

4 い　クレハテニス部

3

5 北　BIGOT

6 い　IVTC

7

６０才以上男子ダブルス

② 8

① 1

2 会　ルバートTC

3

4 北　県庁TC

５０才以上男子ダブルス



成年女子シングルス

シード № 氏　　　名 所　　　属 QF SF F ｗｉｎｎｅｒ

４０才以上女子シングルス

シード № 氏　　　名 所　　　属 QF SF F ｗｉｎｎｅｒ

　 ４５才以上女子シングルス

鴫原 橋本 草苅

　

　

50才以上女子シングルス

シード № 氏　　　名 所　　　属 SF F ｗｉｎｎｅｒ

① 1 田母神みほ子 南　郡山TC

4 小池　みどり い　enjoy

2 鈴木　美恵子 い　IVTC

3 高木　典子 北　セレッソ

②

3 草苅　まゆみ 北　チームコムデ

2 橋本　敦子 い　いわきNTC

リーグ戦結果
勝　敗 順　位

① 1 鴫原　悦子 北　GATC

シード № 氏　　名 所　　属

7 佐野　由香 い　いわきNTC

② 8 竹野　礼子 会　丸善商事

5 高橋　勝美 い　enjoy

6 大室　光子 北　保原TC

3 上遠野　和恵 い　enjoy

4 坂本　ひろみ い　T-∞

① 1 大塚　由弥子 南　あさかファミール

2 冨谷　直美 い　T-∞

7 安藤　多恵子 南　郡山TC

② 8 八島　ちひろ 北　亜細亜大学

5 助川　恵理 い　メーダーズ・TC

6 瀧澤　栞 北　県立医大

3 柴田　結衣 北　県立医大

4 割谷　ちひろ い　順天堂大学

① 1 中柴　望貴 い　日本体育大学

2 bye



シード № 氏　　名 所　　属 1R QF SF F ｗｉｎｎｅｒ

坂井　美智代

伊藤　公子

石田　博美

高橋　美香

菊田　和代

安田　衣里

湯澤　裕美

本田　仁美

斉藤　智子

鈴木　典子

近江　未歩

割谷　ちひろ

柴田　結衣

瀧澤　栞

横田　広美

根本　久美子

風間　光子

正木　葉子

大竹　満子 南　あさかファミール

松浦　佳奈子 南　ラブTC

山岸　久美子

遠藤　祥

シード № 氏　　名 所　　属 QF SF F ｗｉｎｎｅｒ

大塚　由弥子 南　あさかファミール

上遠野　和恵 い　enjoy

竹野　礼子 会　丸善商事

佐久間　真麻 南　あさかファミール

福山　貴美子

北村　文枝

大室　光子

樋口　千春

坂本　ひろみ

冨谷　直美

千葉　喜久江

小形美奈子

星　好子 北　GATC

蒲生　要子 北　さつき

佐野由香 い　いわきNTC

高橋　勝美 い　enjoy

7

② 8

4 北　保原TC

5 い　T-∞

6 北　ROSSO

① 1

2

3 南　郡山TC

10

② 11 南　さわやか

４０才以上女子ダブルス

③～④ 8 南　郡山TC

9 い　T-∞

③～④ 4 い　ガット

7 北　県立医大

① 1 北　ROSSO

2 南　富久山TC

6 い　順天堂大学

5 南　さわやか

成年女子ダブルス

3 北　保原TC



シード № 氏　　名 所　　属 SF F ｗｉｎｎｅｒ

佐藤　悦子 北　ROSSO

鴫原　悦子 北　GATC

鈴木　幸子

草苅　まゆみ

熊田　利恵子

後藤　義子

坂本　美穂子

馬上　久代

シード № 氏　　名 所　　属 QF SF F ｗｉｎｎｅｒ

田母神　みほ子

星野　浩美

斉藤　久美子 北　GATC

佐久間　悦子 北　さつき

渡辺　さゆり

松崎　悦子

酒井　ヨシイ 北　GATC

高木　典子 北　セレッソ

小池　みどり い　enjoy

鈴木　美恵子 い　IVTC

上杉　光代

鈴木　由美子

高崎　裕子 い　IVTC

矢部　貴子 い　いわきNTC

4

5

6 南　郡山TC

② 7

① 1 南　郡山TC

2

3 い　IVTC

５０才以上女子ダブルス

４５才以上女子ダブルス

① 1

2 北　チームコムデ

3

4 い　いわきNTC

南　くまくま

②


