
 

第10回 

あづま総合運動公園チーム対抗テニス大会 

砂入り人工芝完成記念大会 

 

 

期日  令和３年5月3日(祝･月) 

 

種目  男子の部・女子の部・ミックスの部 

 

会場  県営あづま総合運動公園テニスコート 

(砂入り人工芝14面) 

福島市佐原字神事場1 TEL 024(593)1111 

 

 

 

主催  (公財)福島県都市緑化協会･福島県テニス協会 

主管  県北テニス協会 

後援  福島民報社・福島民友新聞社 



大 会 役 員 

 

名誉会長  大河原聡・髙谷雄三 

会  長  須佐喜夫 

副 会 長  黒澤新生・佐久間光弘・波入一彦・佐藤 敦 

   大塚由弥子・桑名基勝 

理 事 長  戸川稔朗 

副理事長  竹花 厚・佐藤正則・西原健一・古川恵一・伏見俊一 

顧 問  鈴木政英・武田悦男・笠原賢二・渡辺洋太郎 

     根本勝也・梅津文子・久野秀雄 

委 員  吉田俊男・橘清孝・斎藤正志・佐々木英人・西内正耕 

阿部美保子・木幡修三・太田陽・岩永尚士・今泉壮規・ 

久保田千春・坂本美穂子・渡邉翔・酒井ヨシイ・ 

菅井保彦・渡辺幸江 

阿部奈津美・（あづま運動公園） 

石井幸子  （あづま運動公園）  

ドロー委員     佐藤正則・沼田大樹・草野恵子・坂井美智代・小斎ひとみ 

 

競 技 役 員 

ディレクター    佐藤 正則 

レフェリー       沼田 大樹 

競技委員   県北テニス協会委員 



第１０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   令和３年 5 月 3 日(祝・月） 予備日 4 日(祝・火) 

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     受付開始   
※福島県テニス協会の HP からメディカルシートをダウンロードし 

記入の上ご持参ください 

８時 30 分 受付締切  

９時 00 分 試合開始 

※午前８時 10 分より各チームプラクティスコートを準備しています 

           練習の必要なチームは別添のプラティクスコート割り当て表を確認し 

       時間厳守で練習を行って下さい 

   

※会場へ自家用車の乗り合いで来場されるときは、車内でのマスク着用 

や換気の徹底などを行い、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努め 

て下さい。 

 

３. 競技方法(コロナウイルス感染拡大防止のため要項の一部が変更となっています) 

（1） 当日抽選（受付順とします） 

（2） トーナメント方式 1 タイブレークセットマッチ、セミアドバンテージ 

１勝 1 敗の時は勝者ペア同志のタイブレークをおこなう 

（3） メンバー変更がある場合、受付時に申し出ください 

（4） その他詳細は当日、監督へ書面にて連絡致します 

（5） コンソレーション予定しております 

（6） テニスウエアを着用する事。 

  



４．駐車場利用について  

体育館前(P1)・野球場駐車場(P2.3)は絶対に使用しないでく

ださい 

木陰広場(P12)・陸上競技場駐車場(P4)をご利用ください 
 
他の競技の大会や施設利用者もいるため、ご協力願いします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 県北テニス協会事務局  ＴＥＬ 070-2037-8330  

（電話受付時間：午後 3：00～午後 6：00 迄、時間厳守でお願いします） 

 

ディレクター 佐藤正則     



【男子ダブルス】

No チーム名 監督　兼　選手名

1 Bチーム 大波　利彦 八島　裕芳 田澤　慎 佐藤　航

2 BIGOT 木村　顕太郎 目黒　翔平 半沢　正利 荒　裕二郎

3 ATL 野澤　学志 井上　翔 皆川　俊太朗 二瓶　俊昭

4 GASCTT 坪井　法彦 大山　仁 荘司　章浩 吉田　雄一

5 木曜クラブA 籏野　剛 大熊　雄太 中村　徹 浪岡　真人

6 木曜クラブB 菅野　和博 石橋　誠一 藤田　良二 堀越　一裕

7 てにんちゅう 遠藤　寿彦 高久　裕司 沼田　大樹 二階堂　正

8 ブル 小野　凛平 渡辺　竜巳 渡辺　拓人 吉田　蓮

9 かたこり圭 夏井　皓平 比佐　一愛 保坂　仁志 鶴岡　勇大

10 日本工機 池田　剛希 佐々木　偉琉 佐藤　哲汰 内藤　勇成

11 MATCH　LOVE 佐藤　陽翔 秋山　恵澄 山木　惺太 橋本　拓斗

12 おじゃえもん 佐藤　祐也 緑川　瑛隼 本田　亮斗 横田　悠里

13 BLITZ 工藤　奨大 舟木　翔平 渡邉　遥 伊藤　俊祐

【女子ダブルス】

No チーム名 監督　兼　選手名

1 4密です。 髙木　典子 鈴木　和美 酒井　ヨシイ 宮崎　夏子

2 げんごろう 野田　由紀子 源後　和子 長谷川　育子 千葉　ゆかり

3 二本松チューリップ 渡辺　康子 菅野　三起子 高橋　絹子 菅野　久子

4 二本松タンポポ 小林　美智子 広瀬　真弓 大谷　幸子 村上　さおり

5 さくら 菅野　眞由美 小松　真弓 佐藤　諭子 佐藤　美枝

6 ダブルレインボー 門馬　京子 二瓶　浩美 佐瀬　純子 竹田　美千代

7 ドリームス 津田　千恵子 加藤　信子 秋山　幸子 栗原　富子

8 緑茶 斎藤　久美子 坂井　美智代 山本　奈美子 小形　美奈子

9 やんちゃな乙女達 石井　颯 石井　昊 安藤　杏香 鈴木　心彩

10 ハナミズキ 佐藤　悦子 千葉　喜久江 伊藤　公子 橘内　悠

【ミックスダブルス】

No チーム名 監督　兼　選手名

1 KTC　Revengers 田邉　誠 大宮　剛 武内　聖子 関口　瑞季

2 北芝よにんグミ　ソーダ味 長谷川　秀樹 丹治　淳一　 黒澤　聡子 酒井　伸恵

3 エアストライク 永山　未来 菊地　亮太郎 田﨑　廉 半澤　響子

4 1/2ヒッターズ 草苅　まゆみ 遠藤　寛幸 菊地　健介 鈴木　幸子

5 今日でひとつの恋が芽生えた 山岸　幸子 清野　貴寛 古山　貴大 渡邊　奈々美

6 富田テニス 菊池　克文 篠田　有希 高木　加代子 篠田　理恵

7 MV 前山　裕助 村上　勇気 前山　渚 秋山　弥憂

8 保原TC 大内　輝夫 岡野　征広 大内　紀子 岡崎　亜由美

9 令和テニスクラブ 長沼　順子 油井　竜太 油井　直子 横山　征弘

10 紺野クラブ 佐久間　祥友 鈴木　真佐勝 福本　晴美 佐久間　悦子

11 GoziU 古川　恵一 佐治　泰 高野　光恵 池田　真紀

12 ふなっきーず 鴫原　悦子 大塚　由弥子 舩木　慎弥 伏見　俊一

13 チームエール 金子　洋一 佐藤　はな 中澤　楓 山浦　麗斗

〈　連　絡　事　項　〉

※プラクティクスコートは各チームコート割を確認して練習してください

第１０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

選手名

選手名

選手名



(コート割は下記の通り）
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