
第62回オノヤ杯 

福島県春季ダブルステニス選手権大会 

 

 

 期日   令和３年4月29日(祝･木) 

 

種目  一般 ･ 35才･ 55才 ･ 60才以上 男子の部 

一般 ･ 45才･ 50才 ･ 60才以上 女子の部 

 

会場  福島市庭球場 (砂入人工芝18面) 

福島市森合上柳内1－1   TEL 024(557)1511 

 

主催  福島県テニス協会 

主管  福島県テニス協会普及指導ルール審判委員会 

県北テニス協会 

後援  株式会社オノヤスポーツ･福島市教育委員会 

福島民報社･福島民友新聞社 

 

 



大 会 役 員 

 

名誉会長  髙谷雄三 ・ 五十嵐俊道 

会  長  須佐喜夫 

副 会 長  黒沢新生 ･ 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 ･ 根本勝也 

   梅津文子 ･ 渡辺洋大郎 ･ 久野 秀雄 

委 員  吉田俊男 ･ 橘 清孝・斎藤正志･ 佐々木英人・阿部美保子 

西内正耕・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 

ドロー委員  佐藤正則 ･ 佐藤悦子 ･  草野恵子   

坂井美智代 ･ 星由賀 

 

競 技 役 員 

ディレクター    佐藤 正則 

レフェリー       佐藤 悦子 

委員・進行      遠藤 寛幸 ･ 佐藤 真也 

総 務       坂井 美智代 ･ 草苅まゆみ 

会 計      草野 恵子 



県南 松崎　雅弘 （日本工機） 

県北 渡邉　翔 （チームコムデ)

県北 佐久間 祥友 （ｎｏｂｕ）

会津 大槻　祐輔 （会津ＲＢ）

県北 舟木　翔平 （BLITZ）

県北 伊藤　俊祐 （BLITZ）

県北 荘司　章浩 （GASC.TT）

県北 横田　悠理 （福島南高校）

県北 佐藤　真也 （ｎｏｂｕ）

県北 篠田　有希 （ｎｏｂｕ）

県北 内藤　勇成 （福島大学）

県北 佐々木 偉琉 （福島大学）

県南 小澤　拓也 （日本工機）

県南 小出　武浩 （日本工機）

県南 田中　亨 （富田ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

会津 井上　宏仁 （S.T.K）

県北 佐藤　仁 （チームコムデ)

県北 遠藤　寿彦 （ｎｏｂｕ）

いわき 高萩　茂樹 （Ｑｏｏ)

いわき 本郷　大祐 （Ｑｏｏ)

県北 佐藤　遼真 （ｎｏｂｕ）

県南 柳沼　康正 （橘クラブ）

県南 今泉　壮規 （郡山ＴＣ）

県北 本多 修一朗 （東邦銀行）

県南 川野　勇希 （あさかファミール)

県南 先﨑　絃 （郡山ＴＣ）

県北 緑川　瑛隼 （福島高校）

県北 星　慶介 （橘 高 校）

会津 皆川 俊太朗 （ＤＡＳＨ）

会津 菊地　海斗 （S.T.K）

いわき 前山　裕助 （ＩＮＴＣ）

いわき 深瀬　貴宏 （医療創生大学）

県北 遠藤　寛幸 （チームコムデ)

県北 古山　貴大 （チームコムデ)

県南 池田　剛希 （日本工機）

県北 宇佐見 仁彬 （東邦銀行）

県北 小形 慎一郎 （広成建設）

県北 渡辺　拓人 （広成建設）

会津 湯田　駿也 （S.T.K）

会津 江川　陸斗 （S.T.K）

県南 工藤　颯人 （JR東日本）

県南 柳沼　佑哉 （獨協医科大）

県北 田邉　誠 （北芝TC）

県北 田﨑　廉 （北芝TC）

県北 菅野　翔希 （GASC.TT）

県北 佐藤　琉成 （しらさわJr）

県北 松浦　遼 （ｎｏｂｕ）

県北 大瀧　博之 （広成建設）
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いわき 遠藤　和弘 （Ｑｏｏ)

いわき 大平　成一 （Ｑｏｏ)

県北 引地　祐一 （クラシック）

県北 大宮　剛 （北芝TC）

県北 石橋　誠一 （木曜クラブ）

県北 大熊　雄太 （木曜クラブ）

県北 油井　竜太 （令和テニスクラブ）

県北 横山　征弘 （令和テニスクラブ）

県北 大山　仁 （GASC.TT）

県北 坪井　法彦 （GASC.TT）

県北 中村　徹 （木曜クラブ）

県北 籏野　剛 （木曜クラブ）

会津 穴澤　良平 （S.T.K）

会津 久家　教彰 （S.T.K）

県北 志賀　正義 （チームコムデ)

県北 菊地　健介 （チームコムデ)

いわき 塚本　春彦 （いわきNTC)

いわき 逸見　彰彦 （いわきNTC)

県南 渡辺　光雄 （富田TC）

県南 古川　渡 （富田TC）

県北 菅野　和博 （木曜クラブ）

県北 浪岡　真人 （木曜クラブ）

県南 細木　伸仁 （あさかファミール)

県南 渡辺　良晃 （あさかファミール)

会津 髙橋　直己 （てにす友の会）

会津 古川　恵一 （てにす友の会）

県北 佐藤　敏明 （GASC.TT）

県南 井上　啓之 （郡山TC）

県北 千葉　俊雄 （UFO倶楽部)

県北 渡辺　房治 （UFO倶楽部)

県北 菅原　浩哉 （GASC.TT）

県北 佐藤　秋一 （GASC.TT）

県南 関根　栄喜 （橘クラブ）

県南 植木　薫 （橘クラブ）
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4

2

7

3

１シード

2シード

１シード

１シード

2シード



県北 渡邊 奈々美 （東邦銀行TC)

県北 山岸　幸子 （チームコムデ)

県北 橘内　悠 （ＲＯＳＳＯ）

県北 佐藤 由布子 （北芝ＴＣ）

県北 永山　未来 （北芝ＴＣ）

県北 湯田 美菜子 （二本松ＴＣ）

県北 黒澤　聡子 （北芝ＴＣ）

県北 酒井　伸恵 （北芝ＴＣ）

県北 佐藤　優 （聖光学院）

県北 中澤　楓 （桜の聖母）

県北 山本 奈美子 （spec!!）

県北 小形 美奈子 （広成建設）

県北 武内　聖子 （北芝ＴＣ）

県北 半澤　響子 （北芝ＴＣ）

県北 伊藤　公子 （ＲＯＳＳＯ)

県北 千葉 喜久江 （ＲＯＳＳＯ)

県北 鈴木　和美 （さつき）

県北 伊藤　千春 （さつき）

県南 有我　直子 （あさかﾌｧﾐｰﾙ）

県南 五十嵐 美穂 （富田TC）

県北 油井　直子 (令和テニスクラブ)

県北 長沼　順子 (令和テニスクラブ)

県南 大塚 由弥子 （あさかﾌｧﾐｰﾙ）

県北 鴫原　悦子 （GASC.TT)

【一般女子の部】
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県北 大室　光子 （保原TC)

県北 坂井 美智代 （ＲＯＳＳＯ)

いわき 坂本 美穂子 （いわきNTC）

会津 竹野　礼子 （丸善商事）

県北 竹田 美千代 （カリメロ）

県北 佐瀬　純子 （セレッソ）

いわき 高木　洋子 (enjoy)

いわき 矢部　貴子 （いわきNTC）

県北 佐久間 悦子 （さつき）

県北 草苅 まゆみ （チームコムデ)

県南 先崎　和子 （あさかﾌｧﾐｰﾙ)

県南 大竹　満子 （あさかﾌｧﾐｰﾙ)

県北 小泉　清子 （さつき）

県北 星　好子 （GASC,TT）

県北 山田　主恵 （セレッソ）

県北 小林 美智子 （二本松TC）

県北 鈴木　幸子 (チームコムデ)

県北 酒井 ヨシイ （GASC,TT）

県北 宮崎　夏子 （さつき）

県北 髙木　典子 （セレッソ)
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