
第 5 回あづま総合運動公園チーム対抗テニス大会連絡事項 
 

 

 

 

１．大会日程及び会場 
 
 期日    平成 28 年 5 月 1 日(日) 
 

会場  あづま総合運動公園庭球場(砂入人工芝 14 面) 

      福島市佐原字神事場 1 TEL 024-593-1111 

 
２. 受付時間 

 

午前 ８時 30 分 受付締切 男子･女子･ミックスダブルス 

８時 30 分 監督会議終了後、当日抽選になります。 

８時 50 分 開会式 

９時 00 分 試合開始 

 

  8:00 からプラクティスコートサインアップしてから開放します、 

練習の必要な選手は受付簿に記入のうえ交替で練習を行ってください。 

   

 

３. 競技方法 

 

（1） 予選はラウンドロビン方式、決勝トーナメント 

（2） 予選は６ゲーム先取、ノーアドバンテージとする。 

（3） 決勝は 1 タイブレークマッチとする。 

※参加チーム数に応じて変更する場合あり。 

 

 
問い合わせ先 県北テニス協会事務局  ＴＥＬ 024-535－7111  

 

ディレクター 佐藤正則     



【男子ダブルスの部】

チーム名 監督または選手

1 NEST－▲単穴 土棚　貴裕 和田　悠治 佐々木　裕喜 金子　朋之

2 NEST－◎本命 夏井　皓平 大瀧　博之 門馬　和輝 渡部　智浩

3 NEST－○対抗 金子　康裕 小林　健司 岡部　洋和 木村　剛士

4 ＩＣＴＣ 新藤　康博 高柳　剛 花房　直人 根本慎太郎

5 くまさんチーム 佐久間　祥友 三浦　浩吉 太宰　真 阿部　将人

6 Ｙ&Ａ 大石　誠 簗島　詔司 簗島　悠太 古宮　玄太

7 ﾁｰﾑ練習中 三下　久雄 古川　渡 大津　信之 小松　光也

8 アサンブラージュ 猪俣　昴昭 新井　田和也 山口　英樹 渡部　恵毅

9 ＮＯＢＵ　信男 二階堂　正 佐藤　真也 沼田　大樹 佐藤　重明

10 Tana'sキッチン 田仲　玄明 飯本　諒 柏原　一紀 小池　亮輔

11 グリーンアカデミーＳ.Ｃ 大山　仁 阿部　真 井内　宏 瓦吹　拓人

12 Jａeger 星　聡 佐藤　浩教 門守　祐樹 木幡　俊範

13 「かんの　たくや」 鈴木　涼 梅宮　孝介 菅野　拓也 宍戸　慧

14 北芝ＴＣ+α 根本　和樹 荒井　祐太郎 大宮　剛 竹田　悠

15 ＮＴＴＣ 大河原　瑞月 郡司　亘 椎名　尚貴 鈴木　凌

16 チーム二本松Ｊ 鈴木　真佐勝 太田　賢 渡辺　清 小林　学

【女子ダブルスの部】

チーム名 監督または選手

1 女幽 髙松　ひさ子 影山　恵子 石田　幸子 上杉　光代

2 ﾁｰﾑ二本松 Ｌ 渡辺　康子 小林　美智子 菅野　久子 広瀬　真弓

3 キューピーハーニー 小林　梨恵 山岸　久美子 先﨑　和子 星野　浩美

4 ＫＴＣ５６ 鈴木　由美子 中沢　邦子　 福山　貴美子 田母神みほ子

5 ポウレット 伊藤　明美 高橋　典子 大津　敏恵 小林　真弓

6 Ｃ-set 遠藤　祥 高橋　美香 斉藤　智子 千葉　ゆかり

7 微魔女連 野田　由紀子 源後　和子 板橋　仁子 黄木　由美子

8 オバンゲリオン 佐藤　寿美江 橋本　貞子 加藤　信子 菅野　法子 星　好子

9 びっくりポン酢 山田　主恵 山口　加奈子 佐瀬　純子 安斎　浩子

10 四つ葉のクローバー 那須　潤子 高橋　絹子 小原　浩美 齋藤　礼子

11 ねこばぁ～ば 宮崎　夏子 石井　里美 菅原　多津子 高木　典子

12 大坂なおみ 坂井　美智代 小形　美奈子 酒井　ヨシイ 斎藤　久美子

13 Ｇ水８ 菊地　利恵 清野　みゆき 橘内　悠 鈴木　和美

14 カサブランカ 門馬　京子 小泉　清子 矢吹　京子 仲丸　紀子

15 シーガールズ 半澤　響子 石川　敬子 渡邊　奈々美 西村　しおり

【ミックスダブルスの部】

チーム名 監督または選手

1 いしやきいも 赤津　周喜 佐藤　祥 赤津　さおり 四家　奈都美

2 上野　泰弘 冨谷　直美 遠藤　和弘 上野　泰弘 湯澤　裕美

3 ゴールドツリー 金子　洋一 木須　秀徳 二瓶　浩美 寺島　晴美

4 魁　!!　本田塾 吉川　正宏 本田　直人 本田　仁美 鈴木　真緒

5 ハッピーセット 寺島　克哉 寺島　拓也 齋藤　和子 風間　亜希

6 草苅親子＋α 浦井　照夫 渡邊　富美広 草苅　まゆみ 草苅　美桜

7 Ｗｉｎ－Ｗｉｎ 山浦　雅美 宗像　貞治 青戸　充司 大森　史子

8 古川くんのいいなりになんてならない 古川　恵一 佐治　泰 池田　真紀 高野　光恵

9 国見町テニス部 菊地　慎一 菊地　さかえ 高橋　考 高橋　芳美

10 ＡＹＵＭＩ 冨田　翔吾 神野　智洋 亀井　彩 金澤　侑子

11 あづＭＡＸ 吾妻　久泰 清野　貴寛 大塚　由弥子 鴫原　悦子

12 なかよし 五十嵐　美穂 田中　亨 小山　正 熊田　利恵子

13 みかどん 古川　誠 佐藤　俊樹 古川　絵理奈 栁沼　美賀

14 ホルモンぱーディー 大竹　健也 川脇　誠 小澤　敦子 後藤　義子

15 ラーディーＴＣ－Ｚ 吉田　弘一 吉田　薫 小林　勉 小林　里佳

16 やべっちＴＣ 矢部　重徳 佐藤　龍一 國分　あゆみ 穂積　若菜

第5回あづま総合運動公園・チーム対抗戦テニス大会参加受付名簿

※ドローは当日抽選となります。

※試合内容は当日の監督会議にて、連絡いたします。

<　連　絡　事　項　>

　　　　　　　　　　選　　手　　名

　　　　　　　　　　選　　手　　名

　　　　　　　　　　選　　手　　名


