
第３１回マスターズ春季テニス交流大会 
 

大会結果報告書 

◇開催日時 ：平成 26年 6月 10日（火）  AM９時～PM３時 

◇会   場 ：郡山庭球場 （通称・冨田）  １6面 

◇参加人員 ：150名・最多 (平均年齢)・男子 69歳＆女子６2歳 

◇競技方法 ：2ブロック・４チーム編成男女ダブルス団体戦 

◇総  会 ：開会式にて実施 

①会長挨拶・・・・千葉会長より開会挨拶 

           梅雨空の合間ながら天気に恵まれました！！ 

   ②議案審議と役員改選・・・・議長・千葉会長 

   ③新会長と役員選出・・・高野 新会長挨拶 

    

福島県ＭＳ  千葉前会長 挨拶と議事      福島県 MS   高野新会長 挨拶 

 

◇旧役員の皆さんご苦労さん・・・新役員の皆さんこれから頑張って下さい！ 

 



◇優勝チーム：第 1部ブロック・Ｃチームの皆さん（頑張りました・・・） 

 

◇優勝チーム：第２部ブロック・Ｆチームの皆さん（一生懸命でした・・・） 

 



チーム編成表

福地　浩司 県北 伊藤　幸男 県南 井上　啓之 県南 小川　英毅 会津 佐藤　彰芳 いわき 松村　光二 いわき 千葉　裕 県南 舘林　喜一 いわき

菅野　恵美子 県北 大河原つや子 県南 小沢　敦子 県南 大野　悦子 会津 安倍　ちづ子 いわき 新妻　裕子 いわき 今野　玲子 県南 石井　政江 いわき

1 福地　浩司 県北 松浦　　真一 県北 香山　敏夫 県北 古山　雅昭 県北 梅津　和男 県北 黒澤　新生 県北 喜古　秀一 県北 吉内　秀典 県北

2 甚野　博 県北 佐久間　勉 県北 鈴木　高純 県北 栗村　知 県北 片平　輝彦 県北 小林　勉 県北 佐藤　文秋 県北 菅野　一二 県北

3 西元　良行 県北 山口　泰功 県北 佐久間　光弘 相双 大久保　健蔵 いわき 安彦　隆雄 県北 菅野　正志 県北 駒形　由起夫 県北 大越　　昭 県北

4 西原　健一 いわき 菅井　保彦 いわき 赤塚　一郎 いわき 斎藤　玄八 いわき 佐藤　彰芳 いわき 松村　光二 いわき 滝本　力 いわき 舘林　喜一 いわき

5 佐藤　功一 いわき 野口　昭夫 会津 押田　幸一 会津 小川　英毅 会津 吾妻　昭治 県南 坂部　和久 いわき 野崎　正 いわき 大野　順一 会津

6 斉藤和夫 県南 伊藤　幸男 県南 井上　啓之 県南 本田　豊二 県南 高野　秀和 県南 吉田　和彦 県南 赤崎　浩一郎 県南 安藤　高行 県南

7 渡辺　富美男 県南 鈴木　敏之 県南 笠井　正男 県南 安藤　徹 県南 石井　洋一 県南 五十嵐　碩 県南 千葉　裕 県南 針生　喜太郎 県南

8 有我　洋平 県南 高橋　光男 県南 鳥居　梓 県南 今泉　久二 県南 布浦　紘一 県南 久米　政男 県南 半沢　文雄 県南 矢部　正裕 県南

9 宗像　辰夫 県南 鈴木　政雄 県南 永井　勝彦 県南 大谷　恵徳 県南 小浜　恒一 県南 高岡　俊則 県南 本田　達夫 県南 阿部　謙 県南

10 吉田　守 会津 成田　修一郎 県南

1 梅津　文子 県北 菅家　洋子 県北 鴫原　雅子 県北 広瀬　真弓 県北 小泉　清子 県北 大谷　幸子 県北 千葉　喜久江 県北 黒澤　逸子 県北

2 菅野　恵美子 県北 鈴木　美恵子 いわき 井澤　育代 いわき 菅野　るみ子 県北 桜本　琴美 県北 吉田　淑子 いわき 栗原　富子 県北 室井　公子 県北

3 佐藤　陽子 いわき 西原　秀子 いわき 羽田　とも子 県北 八木　悦代 いわき 安倍　ちづ子 いわき 斎藤　由紀子 いわき 髙木　洋子 いわき 山野辺　巻子 いわき

4 松﨑　悦子 いわき 小久　美枝子 いわき 伊藤　きぬ子 いわき 寺田　洋子 いわき 矢作　真基子 いわき 新妻　裕子 いわき 橋本　みつ子 いわき 石井　政江 いわき

5 高橋　智子 いわき 佐治　玲子 会津 船田　光枝 会津 川崎　千代子 いわき 鈴木　ひとみ いわき 紺野　美代子 相双 赤塚　道子 いわき 穂﨑　真喜子 いわき

6 永峯　良子 会津 嘉斉　裕子 県南 源後　和子 県南 大野　悦子 会津 細尾　和江 会津 上杉　光代 県南 四家　順子 会津 児玉　向代 相双

7 影山　恵子 県南 大河原つや子 県南 小沢　敦子 県南 石田　幸子 県南 会田　松美 県南 鈴木　ささよ 県南 山内　英子 県南 八巻　美代子 県南

8 野田　由紀子 県南 鴫原　信子 県南 石田　博子 県南 矢吹　京子 県南 仲丸　紀子 県南 宗像　二三子 県南 今野　玲子 県南 斎須　敦子 県南

9 遠藤　敏子 県南 橋本　洋子 県南 七海　真理子 県南 斉藤　芳子 県南 畠　千歳 県南 佐藤　朱美 県南 赤崎　雅子 県南 平栗　由紀子 県南

10 梅沢　笙子 県南 江上　ミチ子 県南 鈴木　由美子 県南
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県春季資料結果.xlsx2014/6/18

Ａ　チーム Ｂ　チーム Ｃ　チーム Ｄ　チーム 勝敗 順　位

Ａ　チーム 5-5 4-6 3-7 0勝 2敗 1分 4

Ｂ　チーム 5-5 6-4 5-5 1勝 0敗 2分 2

Ｃ　チーム 6-4 4-6 7-3 2勝 1敗 0分 1

Ｄ　チーム 7-3 5-5 3-7 1勝 1敗 1分 3

H26年度　福島県マスターズテニス　春季大会　対戦結果表①



県春季資料結果.xlsx2014/6/18

E　チーム F　チーム G　チーム H　チーム 勝敗 順　位

E　チーム 5-5 4-6 5-5 0勝 1敗 2分 3

F　チーム 5-5 5-5 6-4 1勝 0敗 2分 1

G　チーム 6-4 5-5 5-5 1勝 0敗 2分 2

H　チーム 5-5 4-6 5-5 0勝 1敗 2分 4

H26年度　福島県マスターズテニス　春季大会　対戦結果表②


