
一般男子

1 齋藤　宏紀 菱沼　真也 福島Ｂ・Ｐ・Ｃ 福島Ｂ・Ｐ・Ｃ

2 髙橋　諒 茂木　和樹 福島Ｂ・Ｐ・Ｃ 福島Ｂ・Ｐ・Ｃ

3 阿部　友哉 髙橋　貴大 福島Ｂ・Ｐ・Ｃ 福島Ｂ・Ｐ・Ｃ

4 佐藤　祐樹 渡辺　楓太 福島Ｂ・Ｐ・Ｃ 福島Ｂ・Ｐ・Ｃ 追加

5 久野　剛 村上　勝浩 二本松クラブ 二本松クラブ

6 佐藤　翔太 佐藤　光太 二本松クラブ 二本松クラブ

7 室井　和幸 佐藤　孝法 福島テニス研究会 Ｚｅｎｏ　Ｓｙｎｅ

8 菊地　杏 菊地　愁 本宮クラブ 本宮クラブ 追加

9 保科　洋輔 峯　慎吾 阿武隈STC郡山 阿武隈STC郡山

10 関根　智史 寺内　直也 阿武隈STC郡山 阿武隈STC郡山

11 金澤　恵汰 猪狩　俊吾 阿武隈STC郡山 富岡町クラブ

12 滝沢　一真 佐久間　智央 徳定クラブ 徳定クラブ

13 安瀬　直樹 佐藤　智之 帝京クラブ 帝京クラブ

14 中村　和樹 本間　凌誠 学石クラブ 帝京クラブ

15 真船　千渚 相川　圭佑 西郷村ST協会 西郷村ST協会

16 栁沼　勇介 国井　歩夢 住友ゴム工業 住友ゴム工業

17 遊佐　知樹 田島　和弥 住友ゴム工業 住友ゴム工業

18 遠藤　拓海 佐藤　貴之 住友ゴム工業 住友ゴム工業

19 中村　亮介 宇田　寛之 須賀川テニス愛好会 須賀川テニス愛好会

20 柳沼　優輔 上野　幸洋 須賀川テニス愛好会 蔵の町クラブ

21 今泉　友輔 須佐　貫太 須賀川テニス愛好会 須賀川テニス愛好会

22 大串　哲也 佐藤　博哉 須賀川テニス愛好会 須賀川テニス愛好会

23 室井　佑太 大隅　良輔 若松クラブ 若松クラブ

24 西村　康 柚木　翔太 会津球友会 会津球友会

25 冠木　宏文 柚木　利紀 蔵の町クラブ 会津球友会

26 菊地　和真 大串　哲也 会津球友会 須賀川テニス愛好会 変更 ？

鈴木　友也 原　祥平 若松クラブ 会津球友会 取り消し

27 富樫　迅 渡辺　達也 金山クラブ 平工クラブ

28 南保　範之 箱崎　広人 旭STC 金山クラブ

29 久重路　裕太 尾形　優仁 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

30 伊賀　大流 髙橋　将 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

31 畠　泰介 髙木　大地 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

32 嶋名　雅人 内山　陽介 阿武隈ＳＴＣ磐城 阿武隈ＳＴＣ磐城

33 阿部　颯太 小泉　啓人 Solidarie Solidarie

34 渡邉　大典 遠藤　貴之 帝京クラブ 磐城高校教員 追加

一般女子

1 濱谷　杏奈 岡村　葵 ダンロップ ダンロップ

2 森合　弥代 清水　麻美 ダンロップ ダンロップ

3 小山　舞 武藤　和果奈 ダンロップ ダンロップ

4 小松﨑　茉代 前本　真弥 ダンロップ ダンロップ

5 佐藤　夏妃 佐藤　彩 二本松クラブ 二本松クラブ

6 玉川　舞 堀内　麻未 会津STクラブ 蔵の町クラブ
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３５男子

1 佐久間　豊 橋本　紀明 福島テニス研究会 福島テニス研究会

2 萩原　裕章 冨塚　英二 福島Ｂ・Ｐ・Ｃ 福島ＳＴクラブ

鈴木　武典 藤田　亘 東ソフトテニス協会 東ソフトテニス協会 取り消し

飛知和　佑 菊地　太輔 東ソフトテニス協会 東ソフトテニス協会 取り消し

佐久間　泰経 三瓶　公司 東ソフトテニス協会 東ソフトテニス協会 取り消し

原　裕喜 会田　真 会津美里ST協会 須賀川テニス愛好会 取り消し

3 佐久間　喜丈 玉木　秀実 旭ソフトテニスクラブ 旭ソフトテニスクラブ

4 草野　博文 中野目　和也 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ クラブACE

４５男子

1 中野　雅弘 佐藤　光一 いわきクラブ 二本松市役所

2 柳沼　仁 遠藤　吉嗣 須賀川サンデー 二本松市役所

3 青山　義和 大内　剛 三春・船引ジュニア 阿武隈ＳＴＣ磐城

吉田　晃浩 石井　俊洋 須賀川サンデー 須賀川サンデー 取り消し

4 青木　伸夫 角田　敏明 旭STC 若松クラブ

5 千葉　裕昭 三島　春美 旭STC 旭STC

6 岡田　和由 小野寺　智勇 旭STC 旭STC

４５女子

1 実施せず

５５男子

1 広島　康浩 武田　秀作 いわきクラブ 須賀川テニス愛好会

2 斎藤　勇彦 佐藤　博之 須賀川グリーン いわきクラブ

3 橋本　信一 小杉　孝司 須賀川サンデー 福島ST 変更

4 鈴木　光浩 小野間　幸一 会津美里ＳＴ協会 桑野クラブ

5５女子

1 熊谷　良江 鈴木　紀恵 須賀川サンデー いわきママクラブ

2 中野　直美 高橋　佳子 いわきクラブ いわきクラブ

3

６０男子

1 寺島由喜夫 鈴木　貴一 伊達STC いわきクラブ

2 星　正人 松崎　成次 福島テニス研究会 福島ST 追加

3 関根　雅之 楡　紀幸 須賀川グリーン 須賀川グリーン

4 渡邉　良彦 中田　寛 須賀川サンデー 須賀川サンデー

5 相馬　邦雄 梁取　哲夫 金山クラブ 須賀川サンデー

6 鈴木　健一 馬上　千秋 須賀川テニス愛好会 旭ＳＴＣ

６０女子

1 実施せず
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