
確認用名簿　
●ご自分の地区、クラブ、学校の名簿に字の誤り、エントリ－漏れがないかどうか確認して下さい。

●間違い、訂正は県連盟事務局宛に電話、ＦＡＸ、メ－ルで８月８日（土）までお知らせください。

※感染防止策チェックリストを事前に記入し、当日受付で必ず提出して下さい。

県北 県中 県南 会津 相双 いわき 大学
高校

（高専含）
中学 小学 計

男子 10 3 8 7 1 12 9 29 28 2 109

女子 2 1 6 3 1 0 1 17 27 0 58

計 12 4 14 10 2 12 10 46 55 2 167

第１６回オープン選手権大会参加組数一覧



確認用名簿　
●ご自分の地区、クラブ、学校の名簿に字の誤り、エントリ－漏れがないかどうか確認して下さい。
●間違い、訂正は県連盟事務局宛に電話、ＦＡＸ、メ－ルで８月８日（土）までお知らせください。
※感染防止策チェックリストを事前に記入し、当日受付で必ず提出して下さい。

連番 氏名 所属団体名 地区
鈴木　祐人 福島テニス研究会
早川　直樹 ＢＬＥＮＤ
室井　和幸 福島テニス研究会
佐藤　孝法 福島テニス研究会
本多　要介 福島テニス研究会
井上　雄太 福島テニス研究会
鈴木　凱 ＫＰＳ
高橋　飛翔 福島テニス研究会
冨塚　英二 福島ＳＴクラブ
菱沼　真也 福島Ｂ・Ｐ・Ｃ
佐藤　翔太 福島テニス研究会
相川　圭祐 西郷村ＳＴ協会
守谷　善太 二本松クラブ
佐藤　翔太 二本松クラブ
佐久間　将 二本松市役所
村上　勝浩 二本松クラブ
保科　洋輔 阿武隈STC郡山
武藤　広樹 二本松クラブ
菊地　杏 本宮クラブ
菊地　愁 本宮クラブ
中家　寛貴 帝京クラブ
佐藤　智之 帝京クラブ
深沢　雅人 帝京クラブ
宗像　秀明 帝京クラブ
本田　雅人 帝京クラブ
大内　樹 帝京クラブ
邊見　太一 白河ＳＴ協会
吉田　真拓 白河ＳＴ協会
玉川　尚弥 白河ＳＴ協会
佐川　天斗 白河ＳＴ協会
大串　哲也 須賀川テニス愛好会
宇田　寛之 須賀川テニス愛好会
佐藤　博哉 須賀川テニス愛好会
鈴木　拓也 須賀川テニス愛好会
久重路　涼平 住友ゴム工業
田島　和弥 住友ゴム工業
国井　歩夢 住友ゴム工業
佐藤　貴之 住友ゴム工業
遊佐　知樹 住友ゴム工業
中村　匡介 住友ゴム工業
遠藤　拓海 住友ゴム工業
小針　大輝 住友ゴム工業
原　裕喜 会津美里町ＳＴ協会
遠藤　晃宏 蔵の町クラブ
鈴木　友也 若松クラブ
原　祥平 会津球友会
中村　亮介 若松クラブ
上野　幸洋 蔵の町クラブ
冠木　宏文 蔵の町クラブ
大隅　良輔 若松クラブ
西村　康 会津球友会
柚木　翔太 会津球友会
渡部　祐斗 若松クラブ
柚木　利紀 会津球友会
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オープン選手権　男子の部　　参加者名簿
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菊地　和真 会津球友会
舟田　尚史 会津球友会
佐藤　元輝 ＢＬＥＮＤ
鈴木　亨 ＢＬＥＮＤ
久重路　裕太 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ
尾形　優仁 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ
酒井　悠介 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ
畠　泰介 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ
大野　真志 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ
髙橋　将 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ
遠藤　純平 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ
伊賀　大流 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ
草野　博文 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ
鈴木　康寛 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ
金剛寺　諒 平工クラブ
長峰　雅浩 平工クラブ
阿部　颯太 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ
河島　柊二 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ
佐藤　拓斗 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ
加藤　琢人 日本大学工学部（男子）
芳賀　勇斗 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ
ミヒニャック　瑠偉 城西大学
大森　祐輔 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ
山田　大貴 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ
大井川　真哉 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ
赤倉　海斗 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ
北條　由輝 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ
佐久間　智央 徳定クラブ
佐藤　則志 国士舘大学
会田　遥輝 東京経済大学
佐藤　功輝 東京経済大学
内山　駿 東京経済大学
千坂　亮智 福島大学
佐藤　芳樹 福島大学
渡邊　寛武 日本大学工学部
平柳　太陽 日本大学工学部
入江　夏生 日本大学工学部
宮澤　勇貴 日本大学工学部
安藤　ジョナサン 日本大学工学部
佐藤　広夢 日本大学工学部
藤田　亜久璃 日本大学工学部
菅原　祐希 日本大学工学部
星　直希 日本大学工学部
折口　敬生 日本大学工学部
澤山　大地 日本大学工学部
小野　凌大 日本大学工学部
佐藤　和真 福島高校
早川　翔 福島高校
羽田　洸蔵 福島工業高校
亀岡　大倭 福島工業高校
松浦　凜大 福島工業高校
佐藤　陽太 福島工業高校
國分　拓夢 安積高校
佐々木　皐太 安積高校
真船　千渚 田村高校
星　虎太朗 田村高校
會田　耀 田村高校
遠藤　大輝 田村高校
齋藤　楓雅 田村高校
守谷　善斗 田村高校
會田　楓輝 田村高校
安部　蓮生 田村高校
草野　岳史 田村高校
渡辺　大洸 田村高校
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吉田　来輝 田村高校
齊藤　孝太 田村高校
菅野　眞紀仁 田村高校
佐藤　瑠哉 田村高校
芥川　光河 田村高校
渡辺　虎太朗 田村高校
大平　陸 清陵情報高校
大橋　優聖 清陵情報高校
薄井　海斗 白河高校
鈴木　琉斗 白河高校
圓谷　風優 白河高校
本田　空良 白河高校
西村　唯人 学法石川高校
橋本　蒼弥 学法石川高校
佐藤　尊 学法石川高校
藤田　海凌 学法石川高校
大宮司　康平 学法石川高校
大塚　夏生 学法石川高校
田﨑　亮 学法石川高校
賀屋　蒼太 学法石川高校
古川　宙 学法石川高校
門馬　悠 学法石川高校
中野　健人 学法石川高校
三浦　功太郎 学法石川高校
大和田　海斗 学法石川高校
岡崎　烈 学法石川高校
佐藤　佑真 学法石川高校
根本　ヒロミ 学法石川高校
柳田　賢人 学法石川高校
髙橋　優斗 学法石川高校
新井　嵐之介 学法石川高校
鈴木　大輝 学法石川高校
松舟　康汰 磐城高校
野崎　莉玖 磐城高校
志賀　大寿 東日本昌平高校
阿部　駿太 東日本昌平高校
木村　綾人 東日本昌平高校
新妻　大輝 東日本昌平高校
原田　真登 福島高専
橋本　大知 福島高専
先﨑　拓真 二本松第一中学校
丸目　朱羽 二本松第一中学校
猪股　健人 清水中学校
佐藤　史琉 清水中学校
佐々木　快誠 清水中学校
佐藤　慧斗 清水中学校
根本　悠成 二本松第三中学校
渡辺　智隼 二本松第三中学校
保住　弥英 二本松第二中学校
草野　啄巳 白河中央中学校
渡邉　景 郡山第三中学校
大和田　祥希 郡山第三中学校
吉田　拓翔 高瀬中学校
橋本　琉斗 高瀬中学校
樋口　琥珀 高瀬中学校
力丸　陽向 高瀬中学校
武田　颯悟 仁井田中学校
丹伊田　峻也 仁井田中学校
佐藤　良吹 須賀川第二中学校
安田　舜 須賀川第二中学校
根本　悠生 船引南中学校
橋本　望耀 船引南中学校
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続橋　侑真 内郷第一中学校
小泉　歩夢 内郷第一中学校
佐藤　歩夢 平第三中学校
田村　咲也 平第三中学校
青木　汰心 三和中学校
草野　春真 三和中学校
渡邊　結愛音 平第一中学校
馬目　幹太 平第一中学校
新妻　純希 平第一中学校
根本　遼樹 植田中学校
本間　威風 小名浜第二中学校
馬目　豪 小名浜第二中学校
江井　陽 会津若松第二中学校
米谷　海音 会津若松第二中学校
秋山　優斗 会津若松ザベリオ学園中学校
柏﨑　大樹 会津若松ザベリオ学園中学校
武田　永遠 会津柳津学園中学校
武田　来斗 会津柳津学園中学校
唐澤　季弥 会津柳津学園中学校
白井　和樹 会津柳津学園中学校
相山　昂慧 西郷第一中学校
菅野　百音 原町第一中学校
金子　侑太 矢吹中学校
小針　一樹 矢吹中学校
菅原　大馳 白河第二中学校
吉田　耀 白河第二中学校
高久　皓平 西郷第二中学校
内藤　陸 西郷第二中学校
室井　楓伍 白河第二中学校
宗像　鷲 西郷第二中学校
伏見　俊輔 中村第一中学校
川島　功輝 中村第一中学校
津田　聖弥 向陽中学校
佐藤　流星 向陽中学校
伊賀　凌巧 はまともジュニア
太田　聖哉 相馬馬陵ジュニア
宮本　凌生 学法石川ジュニア
青木　大 三和町ＳＴＣ
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確認用名簿　
●ご自分の地区、クラブ、学校の名簿に字の誤り、エントリ－漏れがないかどうか確認して下さい。
●間違い、訂正は県連盟事務局宛に電話、ＦＡＸ、メ－ルで８月８日（土）までお知らせください。
※感染防止策チェックリストを事前に記入し、当日受付で必ず提出して下さい。

連番 氏名 所属団体名 地区
佐藤　彩 二本松クラブ
林　玲奈 いわき七浜クラブ
石田　美紗稀 白河レディース
佐藤　夏妃 二本松クラブ
加藤　綾 あさかクラブ
吉田　さくら あさかクラブ
仁井田　美穂 白河レディース
佐川　愛実 白河レディース
小山　舞 ダンロップ
大槻　麗 ダンロップ
森合　弥代 ダンロップ
清水　麻美 ダンロップ
大羅　夢真 ダンロップ
森松　百花 ダンロップ
濱谷　杏奈 ダンロップ
岡村　葵 ダンロップ
小松﨑　茉代 ダンロップ
武藤　和果奈 ダンロップ
西村　舞 会津ＳＴ
堀内　麻未 蔵の町クラブ
一ノ瀬　仁美 会津ＳＴ
玉川　舞 会津ＳＴ
安部　愛菜 日本体育大学
湯浅　七海 蔵の町クラブ
遠藤　あいみ 富岡クラブ
坂本　暁子 富岡クラブ
豊川　茉那 日本大学工学部
赤津　沙絵 日本大学工学部
三菅　愛由 福島高校
山下　和望 福島高校
菊地　順子 保原高校
齋藤　遼花 桜の聖母学院高校
渡辺　ゆら 安達高校
鈴木　浩夏 安達高校
大河原　心奈 安達高校
佐藤　美桜 安達高校
佐藤　純寧 安積黎明高校
岩城　綾音 桜の聖母学院高校
大河原　心愛 安積黎明高校
小林　香奈子 安積黎明高校
矢吹　葉和 安積黎明高校
阿部　和叶 安積黎明高校
野崎　恵理 田村高校
佐藤　そら 田村高校
保住　美樹 田村高校
ミヒニャック　杏菜 田村高校
鈴木　日瑶里 磐城高校
渡邉　由芽 磐城高校
大和田　桃菜 磐城第一高校
安富　朱莉 磐城第一高校
草野　冬樹 磐城第一高校
佐久間　陽莉 磐城第一高校
馬上　愛菜 磐城第一高校
脇川　美希 磐城第一高校
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加藤　怜菜 磐城第一高校
四家　美月 磐城第一高校
加藤　結菜 磐城第一高校
柳田　知星 磐城第一高校
石綿　絵里香 喜多方桐桜高校
伊藤　沙也加 喜多方桐桜高校
森　夏希 喜多方桐桜高校
大峡　飛鳥 喜多方桐桜高校
大友　咲輝 二本松第一中学校
菅野　愛浬 二本松第一中学校
加藤　朱優 二本松第一中学校
菅野　彩羽 二本松第一中学校
佐久間　結愛 安達中学校
橋本　知歩 安達中学校
本多　明希 郡山第三中学校
田辺　幸鈴 郡山第三中学校
伊藤　里彩 高瀬中学校
須佐　胡花 高瀬中学校
千葉　真楓 三春中学校
大津　真歩 三春中学校
影山　梓葉 船引中学校
菊地　陽奈 石神中学校
助川　愛依 船引中学校
箱﨑　未歩 船引中学校
真船　姫来 西郷第一中学校
栁沼　里彩 西郷第一中学校
大沼　美優 ひらた清風中学校
吉田　唯菜 ひらた清風中学校
佐藤　日香莉 石川義塾中学校
佐藤　希咲 石川義塾中学校
根本　いずみ 石川義塾中学校
久保田　笑心 石川義塾中学校
宮本　絢菜 石川義塾中学校
八重樫　夢香 石川義塾中学校
川上　桜季 石川義塾中学校
齋藤　ほのみ 石川義塾中学校
大倉　心陽 石川義塾中学校
尾亦　咲娃 石川義塾中学校
小野　愛和 西郷第二中学校
野崎　優娃 西郷第二中学校
直木　結 鏡石中学校
西牧　咲耶 鏡石中学校
久家　千夏 喜多方第一中学校
二瓶　綾菜 喜多方第一中学校
猪俣　美桜 会北中学校
瓜生　琉華 会北中学校
杉浦　華 塩川中学校
酒井　麻耶 塩川中学校
若林　翔花 会津若松ザベリオ学園中学校
高野　麗央奈 会津若松ザベリオ学園中学校
佐藤　円 中村第一中学校
藤井　心愛 中村第一中学校
齋藤　葵 植田東中学校
園部　杜空 植田東中学校
馬上　結愛 錦中学校
四家　美咲 錦中学校
小山　萌夏 中央台北中学校
中野　実玲 中央台北中学校
山﨑　望央 中央台北中学校
鈴谷　佐和子 中央台北中学校
髙萩　こころ 中央台北中学校
阿部　光華 中央台北中学校

28 高校

29 高校

33 中学

34 中学

35 中学

30 高校

31 高校

32 中学

39 中学

40 中学

41 中学

36 中学

37 中学

38 中学

45 中学

46 中学

47 中学

42 中学

43 中学

44 中学

51 中学

52 中学

53 中学

48 中学

49 中学

50 中学

57 中学

58 中学

54 中学

55 中学

56 中学



大会名 参加種別男子・女子 大会開催日

会場名

氏　名 生年月日 年齢（　　） 体温（　　）℃

所　属

　２．握手・ハイタッチ等おこなわないこと
　３．運動・スポーツ中に、唾や痰をはくことは極力おこなわないこと
　４．タオル・飲料の共用はしないこと
　５．飲食については、指定場所以外では行わず、周囲の人となるべく距離を取って対面を避け、会話は

受付 種別 ＮＯ 進行 競技 備　　考

住所・連絡先（携帯） 　　 ー　　　ー　　　

感染防止策チェックリスト（大会・講習会参加者用）

福島県ソフトテニス連盟

第１６回ソフトテニスオープン選手権大会 令和　２年　８月　２３日

会津総合運動公園テニスコート 会場への来場方法 車・電車・バス・自転車・その他（　　　）

　年　  　月 　 　日

日連会員登録番号

　３．こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること

引率者氏名・連絡先（携帯） 　　　 ー　　　ー

大会・講習会参加選手が遵守すべき事項
　１．以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること

　 ①体調がよくない場合（例：平熱以上の発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

　 ②同居家族や身近な知人に感染がうたがわれる方がいる場合

　 ③過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ渡航
　　または当該在住者との濃厚接触がある場合
　２．マスクを持参すること（参加受付時や着替え等の競技を行っていない際や会話をする際にはマスクを
　　  着用すること)

　　②強度が高い運動・スポーツは、呼気が激しくなるため、より一層の距離を空けること

　４．他の参加者（観客・応援者含）大会スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること
   　（障がい者の誘導や介助を行う場合を除く）
　５．大会開催中に大きな声で会話、応援等をしないこと
　６．感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者（福島県連盟)の指示に従うこと
　７．大会終了後２週間以内に新型コロナウイルスの感染症を発症した場合は、主催者（福島県連盟）に
　　　速やかに濃厚接触者の有無について報告（連絡）すること
　８．大会の前後のミーティングや懇親会等においても、三つの密を避けること

大会参加選手が競技を行う際の留意点
　１．十分な距離の確保
　　①運動・スポーツの種類に関わらず、運動・スポーツをしていない間も含め、感染予防の観点から、
　　 周囲の人となるべく距離（２ｍくらいが適当）を空けること（介助者や誘導者の必要な場合を除く）

　　③競技中（プレー時）、マスクをしていない場合には、十分な距離を空けるよう特に留意すること

　  控えめにすること
　6．ごみは全て（ペットボトルも含む）、各自持ち帰ること

　□上記のことを確認し参加いたします。
（□に✔すること）

本　部
使用欄



大会名 大会開催日

所　属 会場名

代表者 連絡先
（携帯）

№ 当日朝の体温

1 ℃

2 ℃

3 ℃

4 ℃

5 ℃

6 ℃

7 ℃

8 ℃

9 ℃

10 ℃

11 ℃

12 ℃

13 ℃

14 ℃

15 ℃

16 ℃

17 ℃

18 ℃

19 ℃

20 ℃

来場者名簿記入用紙(団体提出用）
福島県ソフトテニス連盟

第１４回ソフトテニスジャパンカップ福島大会
第16回福島県オープンソフトテニス選手権大会

令和　２年　８月 22・23日

会津総合運動公園テニスコート

氏名 住所 連絡先（携帯電話）

※大会当日に公共交通機関（電車・バス）をご利用の方は氏名の左側№に〇をつけて下さい。
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