
連番 氏名 所属団体名 地区

冨塚　英二 福島ＳＴクラブ

渡邉　秀紀 福島ＳＴクラブ

守谷　善太 二本松クラブ

佐藤　翔太 二本松クラブ

宗像　剛琉 二本松クラブ

遠藤　紫音 二本松クラブ

久野　剛 二本松クラブ

村上　勝浩 abii life

守谷　善斗 二本松クラブ

佐藤　瑠哉 二本松クラブ

高原　直樹 二本松市役所

安彦　拓郎 abii life

本多　要介 Ｚｅｎｏ　Ｓｙｎｅ

永山　浩史 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ

鈴木　凱 Ｚｅｎｏ　Ｓｙｎｅ

高橋　飛翔 Ｚｅｎｏ　Ｓｙｎｅ

井上　雄太 福島テニス研究会

佐藤　孝法 Ｚｅｎｏ　Ｓｙｎｅ

佐藤　翔太 Ｚｅｎｏ　Ｓｙｎｅ

本田　修音 Ｚｅｎｏ　Ｓｙｎｅ

高橋　諒 福島BPC
茂木　和樹 福島BPC
高橋　優太 福島BPC
菱沼　真也 福島BPC
萩原　裕章 福島BPC
渡辺　颯太 福島BPC
保科　洋輔 阿武隈STC郡山

武藤　広樹 abii life

滝沢　一真 徳定クラブ

佐久間　智央 徳定クラブ

深沢　雅人 帝京クラブ

中村　和樹 学石クラブ

玉澤　駿佑 帝京クラブ

佐藤　智之 帝京クラブ

西村　唯人 東ソフトテニス協会

橋本　蒼弥 日本大学工学部

真船　千渚 西郷村ST協会

相川　圭佑 西郷村ST協会

国井　歩夢 住友ゴム工業

星　虎太朗 住友ゴム工業

遊佐　知樹 住友ゴム工業

田島　和弥 住友ゴム工業

柳沼　優輔 須賀川テニス愛好会

須佐　貫太 須賀川テニス愛好会

中村　亮介 須賀川テニス愛好会

宇田　寛之 abii life

室井　佑太 若松クラブ

大隅　良輔 若松クラブ

冠木　宏文 蔵の町クラブ

大橋　克彦 会津球友会

県北一般

会津一般

会津一般

県中一般

県中一般

県南一般

県南一般

県北一般

24

25

14 県中一般

15 県中一般

18 県南一般

16

17

22

23

県南一般

県南一般

県北一般

19

20

21 県南一般

9 県北一般

13

オープン選手権　男子の部　　参加者確認用名簿

1 県北一般

2 県北一般

3 県北一般

7

8 県北一般

4 県北一般

5 県北一般

6 県北一般

10

11

12

県北一般

県北一般



連番 氏名 所属団体名 地区

オープン選手権　男子の部　　参加者確認用名簿

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

菊地　和真 会津球友会

舟田　尚史 会津球友会

富樫　迅 金山クラブ

箱崎　広人 金山クラブ

佐久間　喜丈 旭STC

玉木　秀実 旭STC

久重路　裕太 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

尾形　優仁 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

内山　駿 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

伊賀　大流 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

酒井　悠介 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

髙橋　将 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

草野　緋夏 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

髙木　大地 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

吉田　来輝 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

渡辺　達也 平工クラブ

藤原　龍斗 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

新妻　大輝 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

髙木　大成 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

草野　博文 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

佐久間　大誠 平工クラブ

草野　翔 平工クラブ

阿部　颯太 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ

湯田　将貴 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ

髙橋　玲 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ

加藤　愛生 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ

大井川　真哉 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ

河島　柊二 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ

大森　祐輔 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ

松本　睦来 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ

山田　大貴 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ

船生　拓弥 Ｓｏｌｉｄａｒｉｅ

井上　雅斗 福島大学

早川　翔 福島大学

阿部　翔 福島大学

千葉　啓介 福島大学

望月　嶺 福島大学

松元　康志 福島大学

矢口　晴梧 福島大学

小畑　弘基 福島大学

加藤　琢人 日本大学工学部

平柳　太陽 日本大学工学部

常田　晃生 郡山東高校

須佐　颯太 郡山東高校

会津一般

会津一般

いわき一般

いわき一般

いわき一般

いわき一般

いわき一般

いわき一般

26

27

34

41

42

43

44

50 県中高校

40

35

45

いわき一般

いわき一般

いわき一般

いわき一般

いわき一般33

31 いわき一般

32

38

28

29

30

いわき一般

37 いわき一般

会津一般

39

いわき一般

36

いわき一般

大学生

46 大学生

47 大学生

48 大学生

49 大学生



連番 氏名 所属団体名 地区

オープン選手権　男子の部　　参加者確認用名簿

坂本　一樹 帝京安積高校

大和田　祥希 帝京安積高校

齋藤　楓雅 田村高校

安部　蓮生 田村高校

相山　昂慧 田村高校

吉田　拓翔 田村高校

菅野　眞紀仁 田村高校

渡辺　虎太朗 田村高校

宗像　洸樹 田村高校

田中　彰浩 田村高校

袴塚　昊和 田村高校

菅野　百音 田村高校

樋口　琥珀 田村高校

吉田　碧斗 田村高校

佐藤　良吹 学法石川高校

菅原　大馳 学法石川高校

新井　嵐之介 学法石川高校

鵜沼　琉愛 学法石川高校

安田　舜 学法石川高校

鈴木　大輝 学法石川高校

矢吹　蓮 学法石川高校

岡部　友哉 学法石川高校

印南　堅太 学法石川高校

武田　颯悟 学法石川高校

武田　永遠 学法石川高校

武田　来斗 学法石川高校

鈴木　拓磨 学法石川高校

太田　優風 学法石川高校

岩城　龍音 学法石川高校

猪股　健人 学法石川高校

神長　慶祐 学法石川高校

伊藤　巧顕 学法石川高校

秋山　優斗 会津若松ザベリオ学園高校

柏﨑　大樹 会津若松ザベリオ学園高校

荻野　颯人 磐城桜が丘高校

菅野　洸生 磐城桜が丘高校

髙木　大空 東日本昌平高校

野澤　魁 東日本昌平高校

最上　晴仁 二本松第一中学校

古山　凜道 二本松第一中学校

三浦　翼 清水中学校

佐藤　慧斗 清水中学校

手代木　悠翔 清水中学校

斎藤　翔太 清水中学校

辻本　泰知 本宮第一中学校

青木　汰心 三和中学校

薄　凌和 二本松第三中学校

根本　彬良 二本松第三中学校

草野　春真 三和中学校

渡邉　智隼 二本松第三中学校

52 県中高校

53 県中高校

54 県中高校

55 県中高校

56 県中高校

57 県中高校

63

64

65

66 県南高校

県北中学

いわき高校

会津高校

58

59

60

61

62

県南高校

県南高校

県南高校

県南高校

県南高校

県南高校

県南高校

県南高校

51 県中高校

70

75

68

72

県北中学

県北中学

県北中学

県北中学

71

73

74

県北中学

いわき高校

67

69



連番 氏名 所属団体名 地区

オープン選手権　男子の部　　参加者確認用名簿

引地　英太 県北中学校

仲野　颯愛 県北中学校

半澤　怜旺 郡山第三中学校

西村　智希 郡山第三中学校

宗像　俐玖 三春中学校

宗方　蒼介 三春中学校

松井　祐磨 須賀川第二中学校

熊谷　翼 須賀川第二中学校

山邉　亮和 須賀川第二中学校

廣川　暖 須賀川第二中学校

佐藤　優真 西郷第一中学校

北野　咲斗 西郷第一中学校

長谷部　凱大 西郷第一中学校

佐藤　蒼真 西郷第一中学校

相山　尚慧 西郷第一中学校

室井　楓伍 西郷第一中学校

室井　悠伍 西郷第一中学校

吉成　渓斗 西郷第一中学校

佐藤　凛空 石川義塾中学校

宮本　凌生 石川義塾中学校

齋藤　叶翔 湊中学校

小林　煌 湊中学校

長谷川　隼太 会津若松第四中学校

長嶺　颯汰 会津若松第四中学校

海和　剛 会津若松第三中学校

張崎　阜磨 会津若松第三中学校

鈴木　健心 高田中学校

星見　天海 高田中学校

太田　聖哉 向陽中学校

菅野　碧空 向陽中学校

菅野　大陸 向陽中学校

櫻本　珠穏 向陽中学校

菅野　晟翔 石神中学校

佐藤　涼央 石神中学校

佐野　遥斗 泉中学校

中川　稜音 泉中学校

松本　昇真 泉中学校

片山　諒 泉中学校

新妻　弘輝 平第一中学校

新妻　純希 平第一中学校

青木　大 小名浜第二中学校

初瀬　瑛亮 小名浜第二中学校

伊賀　凌巧 中央台南中学校

宗像　鷲 西郷第二中学校

若松　卓海 中央台南中学校

佐藤　陽斗 中央台南中学校

浜田　奏太 中央台南中学校

佐藤　陽太 中央台南中学校

新妻　蒼惟 中央台南中学校

菅野　陽太郎 中央台南中学校

78 県中中学

県南中学

県南中学

県南中学

県南中学

県中中学

相双中学

相双中学

県北中学

88 会津中学

79

76

95 いわき中学

96 いわき中学

97 いわき中学

89 会津中学

90

92 相双中学

93

94

91

いわき中学

98 いわき中学

99 いわき中学

100

86

87

いわき中学

83 県南中学

84 県南中学

85 県南中学

いわき中学

会津中学

会津中学

77

80

81

82



連番 氏名 所属団体名 地区

佐藤　夏妃 二本松クラブ

佐藤　彩 二本松クラブ

引地　佑菜 Ｚｅｎｏ　Ｓｙｎｅ

岩城　綾音 Ｚｅｎｏ　Ｓｙｎｅ

小山　舞 ダンロップ

清水　麻美 ダンロップ

小松﨑　茉代 ダンロップ

前本　真弥 ダンロップ

佐藤　あいり ダンロップ

山岡　衣織 ダンロップ

玉川　舞 会津STC

鈴木　美輝絵 会津STC

伊賀　舞香 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

久重路　ちあき 磐城三和Ｓ・Ｔ・Ｃ

泉田　樹杏 平工クラブ

坂本　若菜 平工クラブ

大和田　桃菜 ＴＥＡＭひだまり

安富　朱莉 ＴＥＡＭひだまり

柏原　梨花 福島大学

平塚　真弥 福島大学

野地　明日香 福島大学

霜山　怜花 福島大学

刀川　奈南 福島大学

遠藤　綾乃 福島大学

國分　ひなた 福島大学

新妻　京佳 福島大学

豊川　茉那 日本大学工学部

赤津　沙絵 日本大学工学部

髙橋　佑凪 福島西高校

助川　愛依 福島西高校

土屋　琴梨 福島西高校

宍戸　結 福島西高校

佐藤　愛 郡山商業高校

齋藤　日千花 郡山商業高校

若松　心和 郡山商業高校

國分　智咲 郡山商業高校

先﨑　琉那 田村高校

佐野　綾音 田村高校

温海　香奈 田村高校

猪俣　美桜 田村高校

小野　愛和 帝京安積高校

中野目　七海 帝京安積高校

影山　梓葉 帝京安積高校

田辺　幸鈴 帝京安積高校

緑川　碧南 帝京安積高校

薄井　優奈 帝京安積高校

緑川　莉英 帝京安積高校

伊藤　里彩 帝京安積高校

緑川　愛梨 修明高校

大河内　恵 修明高校

県南一般

県南一般

3

4

5

19

20

県中高校

県中高校

10 大学生

11 大学生

12 大学生

18 県中高校

県中高校

県中高校

県中高校

県中高校

21

22

23

24

オープン選手権　女子の部　　参加者確認用名簿

1 県北一般

2 県北一般

15

16

17

9 いわき一般

県北高校

県北高校

県中高校

6 会津一般

13 大学生

14 大学生

7 いわき一般

8 いわき一般

県南一般

25 県南高校



連番 氏名 所属団体名 地区

オープン選手権　女子の部　　参加者確認用名簿

佐藤　日香莉 学法石川高校

佐藤　希咲 学法石川高校

山田　彩友美 学法石川高校

久保田　笑心 学法石川高校

西條　葵 学法石川高校

齋藤　ほのみ 学法石川高校

相山　幸希奈 学法石川高校

熊木　咲彩 学法石川高校

根本　いずみ 学法石川高校

首藤　さやか 学法石川高校

渡邉　紗英 学法石川高校

清水　空 学法石川高校

元内　優美 学法石川高校

大平　琴心 学法石川高校

遠藤　麻未 磐城桜が丘高校

羽生　理歩 磐城桜が丘高校

渡邉　菜未 磐城桜が丘高校

志尾　優花 磐城桜が丘高校

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

馬上　結愛 磐城第一高校

鈴木　瑠奈 磐城第一高校

渡邉　陽菜 磐城第一高校

四家　美咲 磐城第一高校

山﨑　望央 磐城第一高校

大友　香穂 二本松第一中学校

山口　ひとみ 二本松第一中学校

佐藤　愛來 松陵中学校

菅野　里紗 松陵中学校

佐久間　結愛 安達中学校

橋本　知歩 安達中学校

佐藤　ひより 二本松第二中学校

林　七菜 二本松第二中学校

佐藤　来未 県北中学校

二瓶　愛梨 鏡石中学校

原田　愛 梁川中学校

野澤　奈央 梁川中学校

宗像　羽音 常葉中学校

坪井　愛理 常葉中学校

西澤　里紗 須賀川第三中学校

山本　菜月 須賀川第三中学校

阿部　瑠莉花 須賀川第二中学校

大河原　唯 須賀川第二中学校

大武　心優 西袋中学校

新妻　愛彩 西袋中学校

溝井　美月 西郷第一中学校

小山田　亜希 西郷第一中学校

宮本　絢菜 石川義塾中学校

八重樫　夢香 石川義塾中学校

28 県南高校

29 県南高校

30 県南高校

26 県南高校

27 県南高校

34 いわき高校

35 いわき高校

36 いわき高校

31 県南高校

32 県南高校

33 いわき高校

40 県北中学

41 県北中学

42 県北中学

37 いわき高校

38 いわき高校

39 県北中学

46 県南中学

47 県南中学

48 県南中学

43 県北中学

44 県北中学

45 県中中学

49 県南中学

50 県南中学



連番 氏名 所属団体名 地区

オープン選手権　女子の部　　参加者確認用名簿

生田目　和奈 石川義塾中学校

丹野　有菜 石川義塾中学校

大倉　心陽 石川義塾中学校

渡邉　結奈 石川義塾中学校

尾亦　咲娃 石川義塾中学校

高山　叶羽 石川義塾中学校

赤羽　優空 石川義塾中学校

大平　蒼空 石川義塾中学校

長谷部　澄梨 石川義塾中学校

鎌田　深月 石川義塾中学校

佐藤　雪乃 会津若松第五中学校

高橋　愛尋 会津若松第五中学校

青木　絢 会津若松第四中学校

渡部　藍花 会津若松第四中学校

佐藤　真華 会津柳津学園中学校

伊藤　胡桃 会津柳津学園中学校

佐藤　莉緒 中村第一中学校

石田　明穂 中村第一中学校

後藤　彩花 原町第一中学校

志賀　愛美 原町第一中学校

佐藤　夢摘 ふたば未来学園中学校

門馬　沙英 ふたば未来学園中学校

関根　翠 植田東中学校

渡邉　結凪 植田東中学校

小泉　七夢 植田中学校

遠藤　結葉 植田中学校

甲高　栞奈 勿来第一中学校

佐久間　聖 勿来第一中学校

德元　千花 草野中学校

武藤　遥香 草野中学校

大武　姫菜 二本松ジュニア

大武　夢菜 二本松ジュニア

吉田　唯杏 三春・船引ジュニア

髙橋　ことね 二本松ジュニア

52 県南中学

53 県南中学

54 県南中学

51 県南中学

58 会津中学

59 相双中学

60 相双中学

55 県南中学

56 会津中学

57 会津中学

67 小学生

64 いわき中学

65 いわき中学

66 小学生

61 相双中学

62 いわき中学

63 いわき中学
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	女子

