
第35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）
一般男子複

所　属 県名 1R 2R QF SF Final 勝者 
近江ＴＣ 山形県 西野目 敏貴 [1] 

1 近江ＴＣ 山形県 鈴木 宏次朗 西野目 敏貴 [1] 

   鈴木 宏次朗 
2   Bye  西野目 敏貴 [1] 

イトケン堂 岩手県 十和田 潤  鈴木 宏次朗 
3 イトケン堂 岩手県 塩野 亜斗夢 十和田 潤 8-3  

サンライズTC 秋田県 三浦 幸貴 塩野 亜斗夢  
4 サンライズTC 秋田県 佐々木 洸大 9-7   

仙台育英 宮城県 佐藤 隆矢   
5 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 佐藤 駿弥 佐藤 隆矢  

郡山テニスクラブ 福島県 今泉 壮規 佐藤 駿弥  
6 日本工機 福島県 松崎 雅弘 8-1  佐藤 隆矢 

    佐藤 駿弥 
7   Bye 伊藤 拓真 [5/8] 8-1  

岩手大学硬式庭球部 岩手県 伊藤 拓真 [5/8] 太田屋 遼介  
8 岩手大学硬式庭球部 岩手県 太田屋 遼介   

ニューフロンティア 宮城県 佐藤 真 [3/4]   
9 七十七銀行 宮城県 小林 浩貴 佐藤 真 [3/4]  

   小林 浩貴  
10   Bye  川崎 理比人 

近江ＴＣ 山形県 川崎 理比人  齋藤 大希 
11 近江ＴＣ 山形県 齋藤 大希 川崎 理比人 8-4  

ＴＥＡＭ　Ｃ 秋田県 田口 武範 齋藤 大希  
12 サンライズTC 秋田県 金 涼太 8-1   

ニューフロンティア 宮城県 森山 颯太   
13 リバーサイドＴＣ 宮城県 畠山 良 森山 颯太  

Ａ．Ｔ．Ｃ 秋田県 塚本 光樹 畠山 良  
14 Ａ．Ｔ．Ｃ 秋田県 高橋 浩平 8-4  森山 颯太 

医療創生大学 山形県 深瀬 貴宏  畠山 良 
15 日大山形高 山形県 髙木 雄汰 深瀬 貴宏 8-3  

ＴＤＫ 秋田県 並木 亮太 [5/8] 髙木 雄汰  
16 ＴＥＡＭ　Ｃ 秋田県 鎌田 吉久 9-8(4)   

日本工機 福島県 池田 剛希 [5/8]   
17 聖光学院 福島県 渡辺 拓人 池田 剛希 [5/8]  

プリンスＴＣ 青森県 川村 広明 渡辺 拓人  
18 ACK TC 青森県 長内 佑樹 8-5  池田 剛希 [5/8] 

遊庭会 福島県 奥澤 厚  渡辺 拓人 
19 遊庭会 福島県 矢吹 護 守屋 一将 8-6  

仙台市役所 宮城県 守屋 一将 守屋 一聖  
20 仙台市役所 宮城県 守屋 一聖 8-3   

オレンジ フィールド 宮城県 和久 未明   
21 東北学院大 宮城県 村山 和希 和久 未明  

サンライズTC 秋田県 加藤 志門 村山 和希  
22 サンライズTC 秋田県 神原 隆世 8-1  和久 未明 

    村山 和希 
23   Bye 久保 真也 [3/4] 8-6  

イトケン堂 岩手県 久保 真也 [3/4] 柳田 直人  
24 イトケン堂 岩手県 柳田 直人   

T' sciub 青森県 上田 直人 [5/8]   
25 リトルモー 青森県 櫛引 佑介 上田 直人 [5/8]  

   櫛引 佑介  
26   Bye  児玉 健輔 

PhoeniⅩ 宮城県 児玉 健輔  永作 和也 
27 PhoeniⅩ 宮城県 永作 和也 児玉 健輔 8-3  

nobu 福島県 大瀧 博之 永作 和也  
28 nobu 福島県 清野 貴寛 9-7   

寒河江TC 山形県 安孫子 建太   
29 ＩＴＳベルズ 山形県 平塚 怜 安孫子 建太  

安積高校 福島県 小林 拓夢 平塚 怜  
30 会津高校 福島県 齋藤 大生 9-7  中嶌 航生 [2] 

    今野 良紀 
31   Bye 中嶌 航生 [2] 8-4  

ニューフロンティア 宮城県 中嶌 航生 [2] 今野 良紀  
32 オレンジ フィールド 宮城県 今野 良紀  

   
  



第35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）
一般女子複

所　属 県名 1R QF SF Final 勝者 
東洋英和女学院大学 秋田県 堀井 ともみ [1] 

1 ＡＡＣ 秋田県 堀井 なつみ 堀井 ともみ [1] 

   堀井 なつみ 
2   Bye  堀井 ともみ [1] 

リトルモー 青森県 上野 宥佳  堀井 なつみ 
3 リトルモー 青森県 中川原 淳子 上野 宥佳 8-2  

Ｌ.Ｅ.Ｔ 岩手県 小野寺 優希 中川原 淳子  
4 モリオカロイヤルテニスクラブ 岩手県 畠山 ひろみ 8-6   

FKTC 福島県 羽田 淳和 [3/4]   
5 会津RB 福島県 鈴木 千晶 羽田 淳和 [3/4]  

秋田銀行 秋田県 板倉 光来 鈴木 千晶  
6 サンライズ 秋田県 谷地村 実保子 8-3  千葉 瑠子 

山清テニスクラブ 岩手県 八重樫 瑠子  鎌田 愛莉 
7 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 成谷 優芽 千葉 瑠子 8-1  

R-PROJECT 宮城県 千葉 瑠子 鎌田 愛莉  
8 仙台育英 宮城県 鎌田 愛莉 8-0   

桜庭会 福島県 大沼 陽菜   
9 日大東北 福島県 鹿野 真希 佐藤 歩未  

ＭＯＮＤＡＹＴＣ 山形県 佐藤 歩未 小鹿 なつめ  
10 シナジー 山形県 小鹿 なつめ 8-6  外舘 梢 [3/4] 

リバーサイドTC 宮城県 伊藤 早希  水吉 萌香 
11 東陵高 宮城県 佐野 柚葵 外舘 梢 [3/4] 8-4  

岩手大学硬式庭球部 岩手県 外舘 梢 [3/4] 水吉 萌香  
12 岩手大学硬式庭球部 岩手県 水吉 萌香 8-3   

仙台育英 宮城県 大友 綺花   
13 東陵高 宮城県 村上 綸香 大友 綺花  

T' sciub 青森県 石井 望 村上 綸香  
14 リベロSC 青森県 齋藤 美江 8-0  久保 紗季 [2] 

ROSSO 福島県 坂井 美智代  佐藤 友美 
15 チームコムデ 福島県 草苅 まゆみ 久保 紗季 [2] 8-1  

イトケン堂 岩手県 久保 紗季 [2] 佐藤 友美  
16 イトケン堂 岩手県 佐藤 友美 8-0  

   
  



第35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）
35歳以上男子

所　属 県名 1R QF SF Final 勝者 
イトケン堂 岩手県 伊藤 研治 [1] 

1 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 谷地 隼人 伊藤 研治 [1] 

リトルモー 青森県 中川原 正隆 谷地 隼人 
2 T' sclub 青森県 松原 琢磨 8-5   

ルネッサンス 秋田県 佐藤 大樹   
3 ルネッサンス 秋田県 髙山 裕矢 大平 成一  

QOO 福島県 大平 成一 遠藤 和弘  
4 QOO 福島県 遠藤 和弘 8-3   

東北電力 秋田県 宮下 貴行 [3/4]   
5 県大倶楽部 秋田県 齊藤 透 冨田 良太郎  

ETC 宮城県 冨田 良太郎 福嶋 修  
6 ETC 宮城県 福嶋 修 8-3   

ユナイテッド 青森県 山本 渉   
7 ユナイテッド 青森県 神 匡輝 山本 渉  

STORYS TＣ 山形県 藤原 正彰 神 匡輝  
8 STORYS TC 山形県 遊佐 晃佳 8-1   

nobu 福島県 二階堂 正   
9 nobu 福島県 佐藤 真也 二階堂 正  

Ｌ.Ｅ.Ｔ 岩手県 上野 康平 佐藤 真也  
10 Ｌ.Ｅ.Ｔ 岩手県 佐々木 悟 8-4   

STORYS TC 山形県 斯波 彰   
11 STORYS TC 山形県 鈴木 康弘 佐藤 仁 [3/4]  

広成建設 福島県 佐藤 仁 [3/4] 渡邉 翔  
12 チームコムデ 福島県 渡邉 翔 8-0   

イトケン堂 岩手県 吉田 優佑   
13 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 武藤 諭   

チーム・コムデ 福島県 志賀 正義   
14 チームコムデ 福島県 菊地 健介   

サンライズ 秋田県 伊東 和幸   
15 サンライズ 秋田県 佐々木 政一郎 伊東 和幸  

遠藤組 山形県 坂部 経洋 [2] 佐々木 政一郎  
16 遠藤組 山形県 那須 祐介 8-6  

   
  



第35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）
40歳以上女子

所　属 県名 1R 2R QF SF Final 勝者 
TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 中川 聖子 [1] 

1 花巻グリーン 岩手県 杉村 幸苗 中川 聖子 [1] 

   杉村 幸苗 
2   Bye  中川 聖子 [1] 

プラスワン 山形県 武田 光子  杉村 幸苗 
3 チームジョイン 山形県 阿部 美津江 武田 光子 8-3  

ルネッサンスTC 秋田県 久米 巳弥子 阿部 美津江  
4 サンライズTC 秋田県 田中 花枝 8-4   

リベラ仙台 宮城県 森谷 友子   
5 リベラ仙台 宮城県 鈴木 千登世 森谷 友子  

Ｍａｐｌｅ　ＴＣ 岩手県 板宮 純子 鈴木 千登世  
6 花巻グリーン 岩手県 阿部 香織 9-7  森谷 友子 

    鈴木 千登世 
7   Bye 古家 千鶴子 [3/8] 8-3  

むつ市ＴＡ 青森県 古家 千鶴子 [3/8] 安宍 美希  
8 JLTF青森 青森県 安宍 美希   

リベラ仙台 宮城県 佐藤 晋子 [3/8]   
9 ＪＬＴＦみやぎ 宮城県 大友 香織 佐藤 晋子 [3/8]  

   大友 香織  
10   Bye  照井 美香 

岩手県庁テニスクラブ 岩手県 照井 美香  鳥居 可奈江 
11 ラブインドアテニスクラブ 岩手県 鳥居 可奈江 照井 美香 9-8(4)  

いわきNTC 福島県 坂本 美穂子 鳥居 可奈江  
12 ガット 福島県 永塚 清美 8-5   

三沢市ＴＡ 青森県 入谷 洋子   
13 T' sciub 青森県 川村 由紀子 入谷 洋子  

ＩＴＳベルズ 山形県 塚原 永子 川村 由紀子  
14 山形ローンtc 山形県 武田 かおる 8-4  伊藤 泰子 [3/8] 

石巻ＴＣ 宮城県 三上 明子  堀切 眞貴子 
15 石巻ＴＣ 宮城県 竹中 智子 伊藤 泰子 [3/8] 8-2  

はちまんたいテニスクラブ 岩手県 伊藤 泰子 [3/8] 堀切 眞貴子  
16 モリオカロイヤルテニスクラブ 岩手県 堀切 眞貴子 8-4   

男鹿シーサイドテニスクラブ 秋田県 佐藤 光子 [3/8]   
17 大館ローン 秋田県 小笠原 紅 菊地 晶子  

北上ＴＣ 岩手県 菊地 晶子 菊池 亜紀  
18 ラ・ポーム北上 岩手県 菊池 亜紀 8-2  菊地 晶子 

ガット 福島県 佐藤 美奈子  菊池 亜紀 
19 ガット 福島県 北 留美 佐藤 美奈子 8-5  

ベルサンピアみやぎ泉 宮城県 岩月 牧子 北 留美  
20 ダンロップI PTC 宮城県 真浦 増美 9-8(4)   

三沢市ＴＡ 青森県 近藤 えつ子   
21 十和田市ＴＡ 青森県 鹿島 育子 近藤 えつ子  

星和ＴＣ 山形県 船田 彩子 鹿島 育子  
22 星和ＴＣ 山形県 阿部 恵子 8-1  近藤 えつ子 

    鹿島 育子 
23   Bye 冨谷 直美 [3/8] 8-6  

QOO 福島県 冨谷 直美 [3/8] 吉岡 美樹  
24 QOO 福島県 吉岡 美樹   

ＪＬＴＦ山形ＴＣ 山形県 矢萩 晴子 [3/8]   
25 山形ローンＴＣ 山形県 難波 佳 矢萩 晴子 [3/8]  

   難波 佳  
26   Bye  矢萩 晴子 [3/8] 

T' sciub 青森県 丸山 恭子  難波 佳 
27 おいらせTC 青森県 川口 直美 丸山 恭子 8-2  

大館ローンTC 秋田県 木次谷 恵美子 川口 直美  
28 ルネッサンスTC 秋田県 船木 歌織 w.o.  

リベラ仙台 宮城県 佐藤 弥生   
29 リベラ仙台 宮城県 小山 泰子 小野寺 晶子  

イトケン堂 岩手県 小野寺 晶子 林崎 まなみ  
30 イトケン堂 岩手県 林崎 まなみ 8-1  中川 心 [2] 

    藤原 久美子 
31   Bye 中川 心 [2] 8-3  

サンライズTC 秋田県 中川 心 [2] 藤原 久美子  
32 サンライズTC 秋田県 藤原 久美子  

   
  



第35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）
45歳以上男子

所　属 県名 1R 2R QF SF Final 勝者 
ニューフロンティア 宮城県 小谷地 雅人 [1] 

1 ニューフロンティア 宮城県 有賀 俊博 小谷地 雅人 [1] 

   有賀 俊博 
2   Bye  小谷地 雅人 [1] 

大館ローン 秋田県 荒木 学  有賀 俊博 
3 山王テニス倶楽部 秋田県 藤田 康弘 荒木 学 8-2  

   藤田 康弘  
4   Bye   

リベラ仙台 宮城県 大泉 亨   
5 リベラ仙台 宮城県 木村 美智之 千葉 健夫  

プリンスＴＣ 青森県 千葉 健夫 菅 倫存  
6 リバティ 青森県 菅 倫存 8-4  土樋 徹 [5/8] 

    林 晋史 
7   Bye 土樋 徹 [5/8] 8-5  

TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 土樋 徹 [5/8] 林 晋史  
8 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 林 晋史   

遠藤組 山形県 冨樫 宗 [3/4]   
9 遠藤組 山形県 遠藤 修一 冨樫 宗 [3/4]  

   遠藤 修一  
10   Bye  冨樫 宗 [3/4] 

リベラ仙台 宮城県 太宰 真  遠藤 修一 
11 リベラ仙台 宮城県 福本 壮介 太宰 真 8-3  

   福本 壮介  
12   Bye   

     
13   Bye 佐藤 敬治  

TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 佐藤 敬治 東海林 利哉  
14 モリオカロイヤルテニスクラブ 岩手県 東海林 利哉  大葉 茂 [5/8] 

    近藤 恭 
15   Bye 大葉 茂 [5/8] 8-1  

福島県　遊庭会 福島県 大葉 茂 [5/8] 近藤 恭  
16 SOTC 福島県 近藤 恭   

山王テニス倶楽部 秋田県 佐藤 慶 [5/8]   
17 AAC 秋田県 高橋 智彦 佐藤 慶 [5/8]  

   高橋 智彦  
18   Bye  中嶋 正博 

日本原燃ＴＣ 青森県 中嶋 正博  鈴木 克彦 
19 日本原燃ＴＣ 青森県 鈴木 克彦 中嶋 正博 9-8(6)  

   鈴木 克彦  
20   Bye   

     
21   Bye 小形 慎一郎  

広成建設 福島県 小形 慎一郎 芳賀 充司  
22 広成建設 福島県 芳賀 充司  小形 慎一郎 

    芳賀 充司 
23   Bye 浅場 敦 [3/4] 8-2  

ユートピアＴＡ 秋田県 浅場 敦 [3/4] 赤坂 朗  
24 ＴＤＫ 秋田県 赤坂 朗   

八戸ロイヤルＴＣ 青森県 古里 淳一 [5/8]   
25 八戸ロイヤルＴＣ 青森県 粒来 誠 古里 淳一 [5/8]  

   粒来 誠  
26   Bye  市川 直弥 

マンデーＴＣ 山形県 市川 直弥  阿部 将人 
27 リ・ファイルＴＣ 山形県 阿部 将人 市川 直弥 8-3  

ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 和泉 博之 阿部 将人  
28 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 西嶋 雅彦 8-0   

     
29   Bye 岡崎 裕志  

山形六中教員 山形県 岡崎 裕志 水戸部 俊治  
30 県庁ローンテニスクラブ 山形県 水戸部 俊治  小出 武浩 [2] 

    斎藤 学 
31   Bye 小出 武浩 [2] 8-0  

日本工機 福島県 小出 武浩 [2] 斎藤 学  
32 郡山テニスクラブ 福島県 斎藤 学  

   
  


