
第 ６６ 回 

会 津 総 合 体 育 大 会 

テ  ニ  ス  競  技 

（一  般  の   部 ） 

 

 

 

 

 

 

日  ： 平成２８年５月２２日（日） 

会 場 ： 一般男子単複 柳津町総合運動公園テニスコート 

一般女子・年齢別男子単複 あいづ総合運動公園 

主 催 ： 会津体育協会 ・ 会津テニス協会 

共 催 ： 県高等学校体育連盟会津支部 

市町村体育協会会津地域連合 

後 援 ： 会津若松市教育委員会・柳津町教育委員会 

 

会場のお知らせ 

 

一般男子単複：柳津町総合運動公園テニスコート 

一般女子・年齢別男子単複：あいづ総合運動公園テニスコート 

 

です。ご注意ください。 



一般男子　ダブルス

№ 氏　　名 所　　属

三留淳之介 会津RB

澁谷洋太郎 会津RB

湊田　照孝 アミューズ

渡部　雄輝 アミューズ

二瓶　俊昭 会津大学

二瓶　和俊 会津大学

大友　保治 会津RB

加藤　智光 会津RB

伊藤　祐希 会津大学

永峯　康生 会津大学

池田　久幸 ルバートTC

木村　一美 ルバートTC

木島　　寛 てにす友の会

菊地　裕行 てにす友の会

二瓶　智成 アミューズ

小生　健斗 アミューズ

佐治　　泰 てにす友の会

古川　恵一 てにす友の会

篠田　有希 ルバートTC

鈴木　明大 ルバートTC

大川　裕司 てにす友の会

五十嵐陸朗 てにす友の会

星　孝一 富士通TC

新井田和也 BawW

渡部　恵毅 Space

井上　宏仁 Space

秦　　大輔 てにす友の会

猪俣　　毅 てにす友の会

浦井　高広 アミューズ

大竹　悠哉 アミューズ

西妻　貴明 会津大学

山野　　拓 会津大学

湯田　駿也 会津RB

正木　仁朗 会津RB
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一ノ坪久蔵 滝浪　真 津瀧一実 岡田隆靖 長谷川康成 勝敗 順位

川井憲雄 大八木謙一 坂内真隆 市村隆佳 高橋直己

一ノ坪久蔵 てにす友の会

川井憲雄 てにす友の会

滝浪　真 ムーンボール

大八木謙一 ムーンボール

津瀧一実 湯川ファイナル

坂内真隆 湯川ファイナル

岡田隆靖 ムーンボール

市村隆佳 ムーンボール

長谷川康成 てにす友の会

高橋直己 富士通TC

池田真紀 佐藤未来 大橋幸江 勝敗 順位

高野光恵 大竹梨沙 穴澤奈月

池田真紀 ルバートTC

高野光恵 さあくる

佐藤未来 PenGuin

大竹梨沙 PenGuin

大橋幸江 会津大学

穴澤奈月 会津大学

35歳以上　男子ダブルス

一般女子ダブルス



 

大  会  役  員 

 

デ ィ レ ク タ ー 戸川 稔朗 

レ フ ェ リ ー 太田 陽 

Ａ・レフェリー 木村 一美 ・ 古川 惠一  

 

競 技 上 の 注 意 事 項 

 

３、大会スケジュール 

受   付 8：00  受付終了 8:30 

試合開始 9：00 

４、試合方法は、全種目１タイブレークセット（６－６後タイブレーク） 

５、試合前のウォームアップはサービス６本とします。 

６、審判方法は原則セルフジャッジとします。 

７、ネット張り及びスコアボードの準備は全員で行なってください。 

８、プラクティスコート（練習コート）は８：３０から 8：5０までの開放となります。本部にて受付

をしてから練習を行ってください。 

９、参加料 一般１人 2,000円・少年１人 1,000円（参加種目数に拘らず） 

10、出場選手は天候その他により試合の有無が不明の場合でも指定された時間まで 

受付を終了してください。 

11、本大会は、ＪＴＡテニスルールブック２０１６を適用します。 

12、試合進行は「オーダー・オブ・プレー」で行いますので、選手自身の責任で確認してください。前の

試合が終了してから１５分経過してもコートに入らない場合、失格となります。 

13、試合球は、ダンロップフォート２個使用とします。 

14、ドロー番号の若い選手（組）は大会本部で試合球を受け取ってください。 

15、勝者は試合結果を速やかに大会本部に報告し使用球を返却してください。 

16、貴重品は各自で管理してください。主催者は一切責任を負いません。 



一般男子シングルス 一般男子ダブルス

No. 氏名 所属 No. 氏名 所属

1 湯田　駿也 会津RB 1 湯田　駿也 会津RB

2 三留　淳之介 会津RB 正木　仁朗 会津RB

3 渋谷　洋太郎 会津RB 2 三留　淳之介 会津RB

4 大友　保治 会津RB 渋谷　洋太郎 会津RB

5 加藤　智光 会津RB 3 大友　保治 会津RB

6 須貝　尚也 会津RB 加藤　智光 会津RB

7 二瓶　智成 アミューズ 4 二瓶　智成 アミューズ

8 小生　健斗 アミューズ 小生　健斗 アミューズ

9 浦井　高広 アミューズ 5 浦井　高広 アミューズ

10 大竹　悠哉 アミューズ 大竹　悠哉 アミューズ

11 湊田　照孝 アミューズ 6 湊田　照孝 アミューズ

12 渡部　雄輝 アミューズ 渡部　雄輝 アミューズ

13 伊藤　祐希 会津大学 7 伊藤　祐希 会津大学

14 鈴木　楸人 会津大学 永峯　康生 会津大学

15 瀬川　　徳 会津大学 8 西妻　貴明 会津大学

16 西妻　貴明 会津大学 山野　　拓 会津大学

17 永峯　康生 会津大学 9 二瓶　俊昭 会津大学

18 山野　　拓 会津大学 二瓶　和俊 会津大学

19 二瓶　俊昭 会津大学 10 渡部　恵毅 Space

20 二瓶　和俊 会津大学 井上　宏仁 Space

21 渡部　恵毅 Space 11 木島　　寛 てにす友の会

22 井上　宏仁 Space 菊地　裕行 てにす友の会

23 木島　　寛 てにす友の会 12 秦　　大輔 てにす友の会

24 秦　　大輔 てにす友の会 猪俣　　毅 てにす友の会

25 猪俣　　毅 てにす友の会 13 大川　裕司 てにす友の会

26 佐治　　泰 てにす友の会 五十嵐陸朗 てにす友の会

27 古川　恵一 てにす友の会 14 佐治　　泰 てにす友の会

28 大川　裕司 てにす友の会 古川　恵一 てにす友の会

29 五十嵐陸朗 てにす友の会 15 篠田　有希 ルバートTC

30 鈴木　明大 ルバートTC 鈴木　明大 ルバートTC

31 篠田　有希 ルバートTC 16 池田　久幸 ルバートTC

32 畑　俊啓 ルバートTC 木村　一美 ルバートTC

33 池田　久幸 ルバートTC 17 星　孝一 富士通TC

34 木村　一美 ルバートTC 新井田和也 BawW

35 川上　　隆 ルバートTC

36 星　　孝一 富士通TC

37 柴野　伸之 富士通TC

38 新井田和也 BawW

39 竹野　弘規 丸善商事

40 穴澤　良平 丸善商事

41 高橋　秀雄 Space

第６６回会津総合体育大会エントリーリスト



35才以上シングルス 35才以上ダブルス

No. 氏名 所属 No. 氏名 所属

1 高橋　直己 富士通ＴＣ 1 一ノ坪 久蔵 てにす友の会

2 菊池　裕行 てにす友の会 川井 憲雄 てにす友の会

3 長谷川　康成 てにす友の会 2 滝浪　真 ムーンボール

4 津瀧　一実 湯川ファイナル 大八木 謙一 ムーンボール

5 坂内　真隆 湯川ファイナル 3 津瀧 一実 湯川ファイナル

坂内 真隆 湯川ファイナル

4 岡田 隆靖 ムーンボール

45才以上シングルス 市村 隆佳 ムーンボール

No. 氏名 所属 5 長谷川 康成 てにす友の会

1 一ノ坪　久蔵 てにす友の会 高橋 直己 富士通TC

2 寺田　功一 てにす友の会

3 川井　憲雄 てにす友の会

4 湯浅　弘英 湯川ファイナル

5 滝浪　真 ムーンボール

6 大八木　謙一 ムーンボール

7 岡田　隆靖 ムーンボール

8 市村　隆佳 ムーンボール

一般女子シングルス 一般女子ダブルス

No. 氏名 所属 No. 氏名 所属

1 大橋　幸江 会津大学 1 大橋　幸江 会津大学

2 穴澤　奈月 会津大学 穴澤　奈月 会津大学

3 山浦　雅美 会津ローンテニスクラブ 2 池田　真紀 ルバートTC

4 佐藤　未来 PenGuin 高野　光恵 さあくる

3 佐藤　未来 PenGuin

大竹　梨沙 PenGuin



一般男子シングルス
№ 氏　　　名 所　　　属
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39

BawW新井田和也

アミューズ

てにす友の会

渡部　雄輝

古川　恵一

ルバートTC

会津大学

川上　　隆

山野　　拓

ルバートTC

bye

篠田　有希

会津ＲＢ

37 丸善商事

大友　保治

穴澤　良平

会津ＲＢ

35 会津大学

三留淳之介

西妻　貴明

大川　裕司

秦　　大輔

27

28

ルバートTC

会津ＲＢ

32 てにす友の会猪俣　　毅

てにす友の会

アミューズ

31 二瓶　俊昭 会津大学

てにす友の会

池田　久幸

小生　健斗

湯田　駿也33

アミューズ

26 富士通TC

てにす友の会

浦井　高広

五十嵐陸朗

柴野　伸之

25

24

星　　孝一

bye

15 富士通TC

会津大学

澁谷洋太郎

会津大学20

22 会津ＲＢ

16

渡部　恵毅

大竹　悠哉

17 Ｓpace

18 鈴木　彬人

19 アミューズ

21 Ｓpace高橋　秀雄

1 丸善商事

2 アミューズ

竹野　弘規

二瓶　智成

10 会津大学

湊田　照孝

永峯　康生

9 アミューズ

6 てにす友の会

畑　　俊啓

佐治　　泰

8 会津ＲＢ

bye

加藤　智光

7

23 ルバートTC

二瓶　和俊

鈴木　明大

3 会津ＲＢ

4 会津大学

須貝　尚也

瀬川　　徳

5 ルバートTC

14 会津大学

木村　一美

伊藤　祐希

13 ルバートTC

12 てにす友の会

井上　宏仁

木島　　寛

11 Ｓpace



35歳以上男子シングルス

№ 氏　　　名 所　　　属 1R QF SF F

45歳以上男子シングルス

№ 氏　　名 所属 1R QF SF F

一般女子シングルス

№ 氏　　名 所属 1R SF F

てにす友の会

湯川ファイナル

長谷川　康成 てにす友の会

bye

1 高橋　直己 富士通TC

bye2

3

4

5

6

坂内　真隆

菊地　裕行

1 岡田　隆靖 ムーンボール

7 bye

8 津瀧　一実 湯川ファイナル

2 川井　憲雄 てにす友の会

3 大八木　謙一 ムーンボール

4 寺田　功一 てにす友の会

5 市村　隆佳 ムーンボール

8 滝浪　　真 ムーンボール

6 湯浅　弘英 湯川ファイナル

7 一ノ坪　久蔵 てにす友の会

1 山浦　雅美 会津ローン

2 穴澤　奈月 会津大学

3 大橋　幸江 会津大学

4 佐藤　未来 PenGuin


