
第３４回　東北インドアテニス選手権大会  ブリヂストンカップ（一般）

MD
所  属 1R 2R QF SF Final 勝者 

山・近江ＴＣ 西野目敏貴 [1] 
1 山・近江ＴＣ 鈴木宏次朗 西野目敏貴 [1] 

  鈴木宏次朗 
2  Bye  西野目敏貴 [1] 

宮・phoeniX 大塚　隆史  鈴木宏次朗 
3 宮・phoeniX 永作　和也 安藤　崇志 8-4  

福・BLITZ 安藤　崇志 松浦　遼  
4 福・NOBU 松浦　遼 8-6  西野目敏貴 [1] 

青・ふかふかＴＣ 宮形　慎  鈴木宏次朗 
5 青・ふかふかＴＣ 熊谷　春樹 栁田　紘克 8-2

福・アドバンス 栁田　紘克 齋藤　学  
6 福・郡山ＴＣ 齋藤　学 8-2  国府方雅晴 [5/8] 

福・タロッコ 住永　寛人  熊坂健太朗 
7 福・タロッコ 齊藤　利明 国府方雅晴 [5/8] 8-1  

山・日大山形高校 国府方雅晴 [5/8] 熊坂健太朗  
8 山・日本大学 熊坂健太朗 8-6  西野目敏貴 [1] 

秋・TDK 並木　亮太 [3/4]  鈴木宏次朗 
9 秋・TEAM C 鎌田　吉久 並木　亮太 [3/4] 8-2

  鎌田　吉久  
10  Bye  吉田　睦 

岩・iスポーツリンク 伊藤　薫  和久　未明 
11 岩・iスポーツリンク 畠山　彬 吉田　睦 8-5  

宮・オレンジF 吉田　睦 和久　未明  
12 宮・オレンジF 和久　未明 8-2  中嶌　航生 

宮・仙台大 大久　一真  森山　颯太 
13 宮・仙台大 田中　翔馬 大久　一真 8-5

秋・国際教養大学 池内　航 田中　翔馬  
14 秋・国際教養大学 白鳥　勝久 w.o. 中嶌　航生 

宮・ニューフロンティアＴＣ 中嶌　航生  森山　颯太 
15 宮・ニューフロンティアＴＣ 森山　颯太 中嶌　航生 8-4  

岩・イトケン堂 三ツ井隆容 [5/8] 森山　颯太  
16 岩・イトケン堂 十和田　潤 8-0  西野目敏貴 [1] 

宮・東陵高校 庄司　璃音  鈴木宏次朗 
17 宮・気仙沼テニス協会 畠山　良 庄司　璃音 8-5

秋・サンライズ 佐々木洸大 畠山　良  
18 秋・サンライズ 金　　涼太 8-4  庄司　璃音 

山・イラコＴＣ山形 大清水楓汰  畠山　良 
19 山・日本大学 崎山　颯斗 大清水楓汰 8-3  

秋・秋田市役所 藤井　秀成 崎山　颯斗  
20 秋・秋田市役所 貝沼　雄亮 8-3  庄司　璃音 

山・寒河江ＴＣ 安孫子建太  畠山　良 
21 山・寒河江ＴＣ 柏倉　正暉 岩城　拓斗 8-3

宮・東北学院大 岩城　拓斗 斎藤　一樹  
22 宮・ウイニングショット 斎藤　一樹 8-5  岩城　拓斗 

   斎藤　一樹 
23  Bye 中川原正隆 8-4  

青・リトルモー 中川原正隆 櫛引　佑介  
24 青・リトルモー 櫛引　佑介  庄司　璃音 

福・郡山ＴＣ 今泉　壮規  畠山　良 
25 福・日本工機 松崎　雅弘 今泉　壮規 8-6

青・日本原燃TC 三橋　拓哉 松崎　雅弘  
26 青・　つがる市TA 松橋　希良 8-5  今泉　壮規 

青・　T'S　ｃｌｕｂ 松原　琢磨  松崎　雅弘 
27 青・海自八戸 荒金　駿 松原　琢磨 8-6  

秋・秋田市役所 向川　靖幸 荒金　駿  
28 秋・秋田市役所 柳舘　侑 8-6  大杉　礼 [2] 

宮・ニューフロンティアＴＣ 佐藤　真  田村　融佑 
29 宮・ニューフロンティアＴＣ 斎藤　直也 佐藤　真 9-7

福・遊庭会 佐藤　裕太 斎藤　直也  
30 福・遊庭会 矢吹　護 8-2  大杉　礼 [2] 

   田村　融佑 
31  Bye 大杉　礼 [2] 9-7  

岩・富士大学 大杉　礼 [2] 田村　融佑  
32 岩・富士大学 田村　融佑  
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WD
所  属 1R QF SF Final 勝者 

宮・エムズTP 三浦　由子 [1] 
1 宮・東北学院大 柏倉　葉月 三浦　由子 [1] 

青・東奥義塾高等学校 下山　寧々 柏倉　葉月 
2 青・リベロスポーツクラブ 西村　湧美 8-1  三浦　由子 [1] 

秋・ｉｎｔｙ+ 山本　裕子  柏倉　葉月 
3 秋・Ｂ.Ｉ.ＴＥＮＮＩＳ 鈴木麻美子 山本　裕子 8-2  

岩・山清テニスクラブ 八重樫瑠子 鈴木麻美子  
4 岩・TOY'S Tennis Lab 成谷　優芽 8-6  三浦　由子 [1] 

山・山形大学 清水　優 [3/4]  柏倉　葉月 
5 山・東京国際大学 渡辺　樹里 清水　優 [3/4] 8-6

青・ふかふかＴＣ 市沢　淳美 渡辺　樹里  
6 青・　T'S　ｃｌｕｂ 濱道　茉子 8-0  清水　優 [3/4] 

岩・イトケン堂 久保　紗季  渡辺　樹里 
7 岩・イトケン堂 佐藤　友美 久保　紗季 8-5  

宮・オレンジF 和久　千聡 佐藤　友美  
8 宮・オレンジF 都築ひとみ 8-1  中川　聖子 

宮・ニューフロンティアＴＣ 今野　麻未  吉田　梨真 
9 宮・ニューフロンティアＴＣ 松田真理保 今野　麻未 9-7

山・東北医科薬科大学 佐藤　沙紀 松田真理保  
10 山・山形大学 加藤　杏佳 8-4  佐々木梨保 

青・リトルモー 中川原淳子  堀井なつみ 
11 青・MUN@TC 横浜　利映 佐々木梨保 8-3  

秋・ｉｎｔｙ+ 佐々木梨保 堀井なつみ  
12 秋・N＆T 堀井なつみ 9-7  中川　聖子 

秋・チョッパーズ 佐藤　優子  吉田　梨真 
13 秋・秋田銀行 板倉　光来 和田　咲良 8-2

宮・七十七銀行 和田　咲良 大竹　千紘  
14 宮・phoeniX 大竹　千紘 8-1  中川　聖子 

山・山本学園高校 渡辺　菜緒  吉田　梨真 
15 山・山本学園高校 相原　優音 中川　聖子 8-4  

岩・TOY'S Tennis Lab 中川　聖子 吉田　梨真  
16 岩・クレイルテニスアカデミー 吉田　梨真 8-1  

  
MD 35

所  属 1R QF SF Final 勝者 
青・リトルモー 中嶋　貴之 

1 青・リベロ津軽SC 森下　善之 中嶋　貴之 
  森下　善之 

2  Bye  中嶋　貴之 
岩・はちまんたいテニスクラブ 上野　康平  森下　善之 

3 岩・はちまんたいテニスクラブ 佐々木悟 佐藤　重昭 8-4  
福・ＮＯＢＵ 佐藤　重昭 渡邉　翔  

4 福・　チーム・コムデ 渡邉　翔 8-1  中嶋　貴之 
秋・サンライズ 伊東　和幸 [3/4]  森下　善之 

5 秋・サンライズ 藤井　聡 伊東　和幸 [3/4] 8-2
福・Ｑｏｏ 前中　崇志 藤井　聡  

6 福・Ｑｏｏ 遠藤　和弘 8-6  伊東　和幸 [3/4] 
岩・TOY'S Tennis Lab 武藤　諭  藤井　聡 

7 岩・山清テニスクラブ 黒澤　天文 武藤　諭 8-5  
青・リトルモー 中里　守 黒澤　天文  

8 青・リベロスポーツクラブ 山野　隆治 8-4  伊藤　研治 
宮・ニューフロンティアＴＣ 杉山　　賢明  谷地　隼人 

9 宮・ニューフロンティアＴＣ 濱木　貴央 杉山　　賢明 8-1
岩・TOY'S Tennis Lab 林　　　晋史 濱木　貴央  

10 岩・TOY'S Tennis Lab 森岩　　一仁 8-3  小形慎一郎 
秋・ルネサンス 佐藤　大樹  芳賀　充司 

11 秋・ルネサンス 高山　裕矢 小形慎一郎 8-4  
福・広成建設 小形慎一郎 芳賀　充司  

12 福・広成建設 芳賀　充司 8-3  伊藤　研治 
宮・ＥＴＣ 冨田良太郎  谷地　隼人 

13 宮・ＥＴＣ 福嶋　修 冨田良太郎 9-7
福・広成建設 佐藤　仁 福嶋　修  

14 福・Ｑｏｏ 本郷　大祐 8-2  伊藤　研治 
   谷地　隼人 

15  Bye 伊藤　研治 8-3  
岩・イトケン堂 伊藤　研治 谷地　隼人  

16 岩・TOY'S Tennis Lab 谷地　隼人  
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岩・はちまんたいテニスクラブ 伊藤　泰子 [1] 
1 岩・イトケン堂 小野寺晶子 伊藤　泰子 [1] 

  小野寺晶子 
2  Bye  伊藤　泰子 [1] 

福・いわきＮＴC 坂本美穂子  小野寺晶子 
3 福・ガットTC 永塚　清美 坂本美穂子 8-2  

山・プラスワン 武田　光子 永塚　清美  
4 山・ジョイン 阿部美津江 8-6  佐藤　弥生 [5/8] 

   小山　泰子 
5  Bye 船田　彩子 8-6

山・星和ＴＣ 船田　彩子 阿部　恵子  
6 山・星和ＴＣ 阿部　恵子  佐藤　弥生 [5/8] 

   小山　泰子 
7  Bye 佐藤　弥生 [5/8] 8-2  

宮・リベラ仙台 佐藤　弥生 [5/8] 小山　泰子  
8 宮・リベラ仙台 小山　泰子  大塚由弥子 [5/8] 

山・女子連山形 矢萩　晴子 [3/4]  鴫原　悦子 
9 山・山形ローンTC 難波　佳 矢萩　晴子 [3/4] 8-2

  難波　佳  
10  Bye  木澤　奈美 

秋・大館ローンＴＣ 木次谷恵美子  林崎まなみ 
11 秋・KC'S 白瀬　敬美 木澤　奈美 8-4  

岩・イトケン堂 木澤　奈美 林崎まなみ  
12 岩・イトケン堂 林崎まなみ 8-6  大塚由弥子 [5/8] 

   鴫原　悦子 
13  Bye 佐藤　光子 8-3

秋・男鹿シーサイドTC 佐藤　光子 小笠原　紅  
14 秋・大館ローンＴＣ 小笠原　紅  大塚由弥子 [5/8] 

   鴫原　悦子 
15  Bye 大塚由弥子 [5/8] 9-7  

福・あさかファミールＴＣ 大塚由弥子 [5/8] 鴫原　悦子  
16 福・GASCTT 鴫原　悦子  大塚由弥子 [5/8] 

岩・岩手県庁ＴＣ 照井　美香  鴫原　悦子 
17 岩・ラブインドアTC 鳥居可奈江 照井　美香 8-3

  鳥居可奈江  
18  Bye  照井　美香 

福・ガットTC 佐藤美奈子  鳥居可奈江 
19 福・ｅｎｊｏｙ 林　　禎子 佐藤美奈子 8-2  

  林　　禎子  
20  Bye  照井　美香 

宮・リベラ仙台 佐藤　普子  鳥居可奈江 
21 宮・JLTFみやぎ 大友　香織 佐藤　普子 8-4

福・ｅｎｊｏｙ 井上みゆき 大友　香織  
22 福・ｅｎｊｏｙ 高橋　勝美 8-4  佐藤　普子 

   大友　香織 
23  Bye 堀内　恭子 [3/4] 8-6  

青・JLTF青森 堀内　恭子 [3/4] 森下　良子  
24 青・リベロスポーツクラブ 森下　良子  照井　美香 

福・Ｑｏｏ 冨谷　直美  鳥居可奈江 
25 福・Ｑｏｏ 湯澤　裕美 冨谷　直美 9-7

  湯澤　裕美  
26  Bye  冨谷　直美 

青・八戸ロイヤルTC 出口久美子  湯澤　裕美 
27 青・　T'S　ｃｌｕｂ 渡辺和佳子 出口久美子 8-2  

秋・ルネッサンスTC 久米己弥子 渡辺和佳子  
28 秋・サンライズ 田中　花枝 8-6  中川　心 

岩・北上テニスクラブ 菊地　晶子  藤原久美子 
29 岩・山清テニスクラブ 高橋　幸子 菊地　晶子 8-5

宮・石巻TC 三上　明子 高橋　幸子  
30 宮・石巻TC 竹中　智子 8-3  中川　心 

   藤原久美子 
31  Bye 中川　心 8-3  

秋・サンライズ 中川　心 藤原久美子  
32 秋・サンライズ 藤原久美子  
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宮・ニューフロンティアＴＣ 小谷地雅人 [1] 
1 宮・ニューフロンティアＴＣ 有賀　俊博 小谷地雅人 [1] 

  有賀　俊博 
2  Bye  小谷地雅人 [1] 

秋・ルネッサンスTC 榊田　隆文  有賀　俊博 
3 秋・ルネッサンスTC 髙橋　裕行 榊田　隆文 8-2  

  髙橋　裕行  
4  Bye  小谷地雅人 [1] 

   有賀　俊博 
5  Bye 工藤　和信 8-1

青・弘前GTC 工藤　和信 松宮　英寿  
6 青・弘前GTC 松宮　英寿  大葉　茂 

   近藤　恭 
7  Bye 大葉　茂 8-1  

福・ＳＯＴＣ 大葉　茂 近藤　恭  
8 福・ＳＯＴＣ 近藤　恭  小谷地雅人 [1] 

秋・サンライズ 佐藤　吉宏 [3/4]  有賀　俊博 
9 秋・サンライズ 福田　和人 佐藤　吉宏 [3/4] 8-4

  福田　和人  
10  Bye  佐藤　吉宏 [3/4] 

山・山形ローンＴＣ 塚原　誠  福田　和人 
11 山・ジョイン 奥山　和征 塚原　誠 8-3  

  奥山　和征  
12  Bye  佐藤　吉宏 [3/4] 

青・弘前GTC 土岐　俊二  福田　和人 
13 青・KJ-TENNIS ACADEMY 鈴木　琢治 太宰　純 8-2

宮・リベラ仙台 太宰　純 江刺家公也  
14 宮・リベラ仙台 江刺家公也 9-8(1)  太宰　純 

   江刺家公也 
15  Bye 伏見　俊一 9-7  

福・原町テニスクラブ 伏見　俊一 矢口　達也  
16 福・あさかファミール 矢口　達也  小谷地雅人 [1] 

岩・北上市テニス協会 千葉　大成 [5/8]  有賀　俊博 
17 岩・とーばんテニスクラブ 時田　道明 千葉　大成 [5/8] 8-5

  時田　道明  
18  Bye  太宰　真 

宮・リベラ仙台 太宰　真  福本　壮介 
19 宮・リベラ仙台 福本　壮介 太宰　真 8-6  

青・八戸ロイヤルＴＣ 古里　淳一 福本　壮介  
20 青・八戸ロイヤルＴＣ 粒来　誠 8-6  太宰　真 

   福本　壮介 
21  Bye 小泉　淳一 8-4

岩・TEAM　0/41 小泉　淳一 細川　英博  
22 岩・TEAM　0/40 細川　英博  千葉　健夫 

   羽場　隆夫 
23  Bye 千葉　健夫 8-2  

青・プリンスTC 千葉　健夫 羽場　隆夫  
24 青・プリンスTC 羽場　隆夫  太宰　真 

宮・TEAM　HANNZO 今村　昭人  福本　壮介 
25 宮・TEAM　HANNZO 飛内　聖永 今村　昭人 8-5

  飛内　聖永  
26  Bye  今村　昭人 

福・いわきニュータウンTC 松崎　政一  飛内　聖永 
27 福・いわきニュータウンTC 谷口　志伸 江口　憲彦 8-2  

山・ITSベルズ 江口　憲彦 阿部　将人  
28 山・ルネサンス山形 阿部　将人 w.o. 富樫　宗 

   遠藤　修一 
29  Bye 小林　充 9-8(5)

秋・サンライズ 小林　充 足利　徹  
30 秋・サンライズ 足利　徹  富樫　宗 

   遠藤　修一 
31  Bye 富樫　宗 8-1  

山・遠藤組 富樫　宗 遠藤　修一  
32 山・遠藤組 遠藤　修一  
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