
回数 年度 1位 ２位 １位 ２位

10 14 Ｔeam-Sa-Koiya SNB 一関ﾗﾌﾞｵｰﾙＴＣ・Ａ モンパチ とんぼクラブ ノースランドＴＣ ＯＴＳ パレットＴＣ

11 15 佐沼グリーンＴＣ 一関ﾗﾌﾞｵｰﾙ・Ａ Ｔeam-Sa-Koiya Ｇood Job パーセルＴＣ ラブＴＣ ノースランドＴＣ パレットＴＣ

12 16 一関ﾗﾌﾞｵｰﾙ・Ａ Ｇood Job Ｔeam-Sa-Koiya とんぼＴＣ とんぼＴＣ ノースランドＴＣ チャレンジ９１ＴＣ パレットＴＣ

13 17 一関ﾗﾌﾞｵｰﾙ・Ａ Ｔeam-Sa-Koiya とんぼＴＣ ノースランドＴＣ

14 18 とんぼＴＣ シュティフィクラブ Ｔeam-Sa-Koiya ノースランドＴＣ ＴＡＣテニスクラブ 一関パレット・Ｃ

15 19 佐沼グリーンＴＣ Ｔ．Ｃ．Ｐassers POPEYE 公友会 ノースランドＴＣ サンピアＴＣ 一関パレット サークルＴ

16 20 Ｔeam-Sa-Koiya・Ａ 佐沼グリーンＴＣ 一関ラブオール Ｔeam-Sa-Koiya・Ｂ モンチッチ サークルＴ 一関パレット ノースランドＴＣ

17 21 富士通Ａ Ｔeam-Sa-Koiya・ｱﾗﾌｫｰいわい東 一関ラブオール ＭＡＲＳ-Ｔ零号機 ノースランドＴＣ モンチッチ

18 22 ＭＡＲＳ-Ｔ イトケン堂 Ｔeam-Sa-Koiya ＭＡＲＳ-Ｔ サークルＴ Ｔ．Ｃ．Ｐassers

19 23 ＭＡＲＳ-Ｔ ＴＲＣＳチーム イトケン堂(ﾌﾟﾚﾐｱﾑ) Ｔ２ ＴeamなでしこＢ ノースランドＴＣ

20 24 イトケン堂 ＭＡＲＳ-Ｔ Ｔ．Ｃ．Ｐassers Ｔ．Ｃ．Ｐassers ＭＡＲＳ-Ｔ ＴeamなでしこＡ

21 25 あとは流れで ＳＨＩＢＡＴＡチーム イトケン堂 あとは流れで なでしこ ノースランドＴＣ

22 26 イトケン堂 あとは流れで 気仙沼魚川岸テニス部 あとは流れで 一関パレットA なでしこ

23 27 Phenix イトケン堂NEO イトケン堂 Maple TC あとは流れで Ｔ．Ｃ．Ｐassers ヒロミ５５５ 気仙沼魚川岸テニス部

24 28 ゴリケン堂 あとは流れで Phenix イトケン堂 あとは流れで

25 29 イトケン堂 ゴリラ１００％ Phenix イトケン堂 雑草ﾛｰｶﾙ女子組 サークルＴ

26 30 イトケン堂 ゴリ中 とーばんTC イトケン堂 水曜テニス同好会

男子団体 女子団体

一関オープンクラブ対抗

３位 ３位



回数 年度 1位 ２位 1位 ２位

組 島崎　龍太・佐々木裕一 奥山　誠・鈴木光雄 竹内俊博・及川　正 細野睦雄・沼倉明彦 菅原真由美・菊池淑子 千葉文子・菊池美佐子 柴田良子・高橋幸子 船場枝里子・畠山祥江

所属 一関ラブオール 一関ラブオール 一関ラブオール 一関ラブオール ﾍﾟｱｰﾚ一関・北上ﾃﾆｽcom とんぼＴＣ ノースランドＴＣ 盛岡貯金ＪＣＴＣ

組 奥山　誠・佐々木裕一 菅原和浩・横山義一 細野睦雄・沼倉明彦 伊藤由理・昆野淳子 工藤恵理・菊池淑子 千田正子・三上恵子

所属 一関ラブオール 一関ラブオール 一関ラブオール 気仙沼テニス協会 東部ＴＣ・ＭＡＲＳ－Ｔ チャレンジＴＣ・一関硬式

組 森谷尚光・金野克宏 沼倉明彦・倉田朋洋 吉田忠輝・細川牧男 菅原真由美・大上由美子 松本弥生・鎌田明子 阿部美千代・菊池三佐子

所属 釜石ﾊｰﾄ薬局・大船渡市ﾃﾆｽ協会 ライジングサン パーセルＴＣ・ＭＡＲＳ－Ｔ ﾍﾟｱｰﾚ一関・北上ＴＣ パーセルＴＣ・ＭＡＲＳ－Ｔ とんぼＴＣ

組 柴田義明・吉田　健 佐々木裕一・菅原和浩 奥山　誠・鈴木光雄 新沼　照美・山部宣香 菅原真由美・大上由美子 大畑京子・佐藤明美

所属 西根ＴＣ・ＺＡＰ 一関ラブオール 一関ラブオール 大船渡ＴＡ・ラブＴＣ ﾍﾟｱｰﾚ一関・北上ＴＣ 大船渡市テニス協会

組 鈴木克宏・鈴木秀麿 菊田　力・尾形浩明 奥山　誠・小野寺信幸 沼倉明彦・倉田朋洋 阿部美千代・菊池三佐子 佐藤範子・佐々木とく子 木村育子・山田恵子 佐藤悦子・小原利美子

所属 大船渡テニス協会 気仙沼テニス協会 一関ラブオール ライジングサン とんぼＴＣ サンピアＴＣ 一関パレット 一関パレット

組 山口　晋・小原　洋 伊東亮介・橋本　博 高橋研二・志賀弘基 森田芳幸・菊池勝浩 大畑京子・小原利美子 前田幸代・坂田淑子 伊東節子・妹尾文子 工藤恵理・三上恵子

所属 大船渡市ﾃﾆｽ協会・ＴＣＰassers 北上ＴＣ ラケットビスケッツ とんぼＴＣ 大船渡市テニス協会・ラポーム北上 Ｔ．Ｃ．Ｐassers ラ・ポーム北上 ＭＡＲＳ－Ｔ・一関硬式テニス倶楽部

組 佐々木裕一・荻野浩杏 谷地正人・小原　洋 熊谷　満・熊谷真幸 竹内俊博・菊池勝浩 前田幸代・坂田淑子 阿部裕美子・佐藤　環 阿部美千代・菊池三佐子 亀谷里江子・鈴木三枝子

所属 チャレンジ９１ パーセルＴＣ・Ｔ．Ｃ．Ｐａｓｓｅｒｓ Ｔeam-Sa-Koiya 一関ラブオール Ｔ．Ｃ．Ｐassers 一関パレット 奥州市ＴＡ・フリー 奥州市ＴＡ・サンピアＴＣ

組 佐々木裕一・本多好郎 熊谷真幸・小野寺修 染川純一郎・大亀正照 藤谷　実・菊池勝浩 阿部美千代・亀谷里江子 木村育子・山田恵子 宇都宮恵子・千葉淑子 佐藤悦子・菊池三佐子

所属 チャレンジ９１・富士大学 Ｔeam-Sa-Koiya Ｔeam-Sa-Koiya 一関ラブオール ラブインドア・奥州市ＴＡ 一関パレット パレットＴＣ・ノースランドＴＣパレットＴＣ・サンピアＴＣ

組 小原　洋・麓　隆一 佐々木裕一・本多好郎 熊谷　満・熊谷真幸 菊田　力・尾形浩明 阿部美千代・亀谷里江子 伊藤由理・昆野淳子 佐藤悦子・宇都宮恵子 佐久間由美・劔持かおり

所属 Ｔ．Ｃ．Ｐａｓｓｅｒｓ・陸前高田市ＴＡ チャレンジ９１・富士大学 Ｔeam-Sa-Koiya 気仙沼テニス協会 ラ・ポーム北上・奥州市ＴＡ 気仙沼テニス協会 一関パレットＴＣ ラブインドア

組 佐々木裕一・本多好郎 伊東亮介・橋本　博 竹内俊博・千葉　晃 佐久間由美・劔持かおり 阿部美千代・大上由美子 菊地晶子・小原淑子

所属 チャレンジ９１・富士大学 北上ＴＣ 一関ラブオール ラブインドア ラ・ポーム北上・北上ＴＣ Ｔ．Ｃ．Ｐassers

組 佐々木裕一・本多好郎 小原　洋・岩本　淳 柴田伸也・千葉大成 園部近守・後藤洋一 佐久間由美・劔持かおり 佐藤悦子・山田恵子 小原淑子・吉村明美

所属 チャレンジ９１・富士大学 Ｔ．Ｃ．Ｐａｓｓｅｒｓ・ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙ 森山ウィング フリー ノースランド・エコー 一関パレット Ｔ．Ｃ．Ｐａｓｓｅｒｓ・ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙ

組 伊藤研二・渡邊英樹 及川善雄・千葉大成 金野清人・吉本安伸 木村　敦・越田浩史 佐久間由美・劔持かおり 太田育子・佐藤明美 伊藤雅江・金野瑞穂

所属 イトケン堂 Ｍaple TC 大船渡テニス協会 矢本ＴＣ ノースランド・エコー 大船渡テニス協会 大船渡テニス協会

組 小幡純平・松本　理 佐々木裕一・菊池勝浩 木村　敦・越田浩史 市毛由希子・白幡綾美 井上恒子・山田恵子 高橋エリ子・板橋純子

所属 アドバンテージTC 一関ラブオール 矢本ＴＣ 気仙沼魚河岸テニス部 一関パレット 森山ウイング

組 福田文一・佐々木裕一 山内大和・木村　敦 竹内俊博・佐藤正人 木村育子・山田恵子 須藤智織・鈴木千鶴 渡辺久美子・並木淑子

所属 盛岡ロイヤル・チャレンジ９１ 矢本ＴＣ 一関ラブオール 一関パレット チャレンジ９１ チャレンジ９１

組 梅津哲夫・木村　敦 吉田和典・佐藤悠貴 成澤宏臣・立花拓斗 木村育子・山田恵子 阿部裕美子・及川洋子

所属 矢本ＴＣ 気仙沼魚河岸テニス部 矢本ＴＣ 一関パレット 一関パレット

組 岩渕　学・佐藤正人 菊池勝浩・関原裕二 永野朋宏・丸山朋記 伊藤由理・尾形綾美 木村育子・山田恵子

所属 若柳ＴＡ・一関ﾗﾌﾞｵｰﾙ 一関ﾗﾌﾞｵｰﾙ・ＺＡＰ ＳＰＹ 気仙沼魚河岸テニス部 一関パレット

組 時田道明・望月雄太 木村　敦・村山　順 千葉大成・沼倉明彦 菊地晶子・菊池亜紀 ﾍﾞﾃﾗﾝ女子優勝 木村育子・山田恵子

所属 とーばんTC 矢本ＴＣ フリー・泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ 北上TC・ラ・ポーム北上 一関パレット
41 30

40 29

一関オープンダブルス

男子ダブルス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※色つきは４位

28 17

26 15

32 21

31 20

女子ダブルス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※色つきは４位

25 14

３位・４位 ３位・４位

27 16

30 19

29 18

33 22

34 23

35 24

39 28

36 25

38 27

37 26



回数 年度 1位 ２位 １位 ２位 ３位

柴田伸也・高橋信孝 本舘光男・高橋悦郎 槻木健一・中村隆雄 柏葉由美子・三上恵子 木村育子・大高理佳 太田洋子・及川洋子

森山同好会 北上ＴＣ 中村ＴＣ・ウイング Ｍaple ＴＣ・一関硬式 パレットＴＣ パレットＴＣ

田村純一・水谷正一 鈴木賢二・鈴木美喜夫 熊谷正俊・菅原弘明 亀谷里江子・菊池道子 高橋エリ子・志賀律子 笹川さなえ・相墨生恵

ＬＯＢ－ＯＮＥ ロング一関 エナンＴＣ サンピアＴＣ ラケットビスケッツ フリー

泉井進吾・笠原星太郎 鈴木繁宏・小原辰典 佐藤政雄・菅原弘明 岩岡恵太・石川博紀 京野聖子・尾形　泉

森山ウィングＴＣ 森山ウィングＴＣ エナンＴＣ フェアリー Ｔ．Ｃ．Ｐａｓｓｅｒｓ・森山ウィングＴＣ

13 30
ちーむキリンさん ちーむカメさん ちーむウサギさん

雨宮・岩井・菅原恵・鈴木 荒澤・菅原道・伊藤・佐藤 金・澤田浩・澤田徳・岩渕

12 29
ちーむカメさん ちーむゾウさん ちーむキリンさん

鈴木民・柴田・渋谷・佐藤徹・松川 荒澤・守屋・三浦・高橋史・菅原恵 佐藤幸・菅原道・高橋成・鈴木京・岩渕

金、佐々木、荒澤、渡辺、中村 中川、吉田、滝沢、三浦、宮野

10 27
ちーむカンパチさん ちーむサバさん ちーむハマチさん

千葉、中村、鈴木、佐々木、中川、小山田 金、八重樫愛、三浦、八重樫元、岩井、富田 佐藤幸、佐々木、佐藤徹、玉城、畠山、掘畑

一関ビギナーズダブルス

男子ダブルス 女子ダブルス

３位

9 26
ちーむゾウさん ちーむリスさん ちーむウサギさん

白澤、ケビン、菊池、石川、白幡

4 21

1 18

2 19

3 20

8 25

ぞうさんチーム

佐藤、荒澤、鈴木、鎌田 中川、ケビン、平賀、小島

チームくまさん チームリスさん

ちーむキリンさん

ひつじさんチーム

１位団体戦

6 23

7 24

5 22
ぞうさんチーム リスさんチーム

鈴木民、吉田、和田、鈴木千、猪俣

千田、北川、高橋史、高橋佳

佐藤、ケビン・松川、伊藤 半田、荒澤、工藤、高橋 金、永富、越前谷、佐々木

ちーむゾウさん チームリウサギさん

３位

松岡、千田、堀内、工藤 佐々木淳、菅野、佐々木久、高橋 佐藤城、阿部、鈴木、佐藤徹

２位

チームぞうさん

くまさんチーム

鈴木賢、半田、植松、小山、小板橋斉藤、岩崎、菅原、伊藤、鈴木京

くまさんチーム

ちーむキリンさん

荒澤・柴田・高橋成・佐藤徹・八重樫愛 八重樫元・三浦・金・高橋史・岩渕 佐藤幸・菅原・菊池・三浦・石川
11 28

ちーむカメさん ちーむウサギさん



回数 年度 1位 ２位

組 平野俊博・畠山祥江 小原幸一・鵜浦竜大 大崎幸徳・蜂谷須磨子 山平　誠・千葉　亘

所属 北上市・一関市 宮城県岩沼市・一関市 宮城県桃生郡・一関市 平泉町・一関市

組 松舘正雄・小野寺良修 大崎幸徳・佐藤夕佳

所属 盛岡市・一関ラブオール 矢本町・一関市

組 平沢幸治・安藤美裕 中軽米進・斉藤桂治 小原幸一・坂本高哉 平野俊博・渡辺久美子

所属 いわき市 松尾村・ＮＥＣ 仙台市・一関高専 北上市・ＦＳＴＣ

組 平野俊博・佐藤夕佳 山平　誠・千葉理査

所属 北上市・一関市 平泉町・一関市

組 渡辺辰也・安藤利江 小原幸一・泉澤祐介

所属 仙台市 仙台市・一関市

組 大崎幸子・小野寺良修 後藤建二・小野寺正行 平野俊博・金　謙一 山口芳春・小野奏子

所属 東松島市・一関ラブオール 仙台市・一関ラブオール 北上市・一関スクエア 仙台市

組 松舘正雄・千葉忠志 平野俊博・渥美義広 山平　誠・佐々木淳 矢口　稔・木村育子

所属 盛岡市・一関パレット 北上市・一関パレット 平泉町・チャレンジ９１ 仙台市・一関パレット

組 松舘正雄・岩渕美恵 山平　誠・村上春樹

所属 盛岡市・一関市 平泉町・一関市

組 加藤和孝・佐藤悦子 大崎幸徳・佐々木淳 大崎幸子・佐藤晋平 三浦清安・渥美義広

所属 仙台市・一関パレット 東松島市・チャレンジ９１ 東松島市・一関ロング 仙台市・一関市

組 加藤和孝・佐々木久美 平野俊博・鈴木千鶴 佐々木隆行・佐藤悦子

所属 仙台市・チャレンジ９１ 北上市・チャレンジ９１ 仙台市・一関パレット

組 松舘正雄・小野寺正行 加藤和孝・小板橋美保 藤原　哲・竹内俊博

所属 盛岡市・一関ラブオール 黒川郡・チャレンジ９１ 仙台市。一関ラブオール

18

みちのくふれあいカップ

ダブルス

10 14

11 15

３位

20 24

15 19

16 20

17 21

18 22

19 23

12 16

13 17

14



回数 年度 1位 ２位 ３位 ３位

組 並木淑子・阿部礼司 武藤加奈子・武藤英人 熊谷礼子・熊谷真幸

所属 一関パレット・一関硬式テニス倶楽部 秋田市 ０ー４０

組

所属

組 大畑京子・小原紀実 小原利美子・佐藤厚也 亀谷里江子・亀谷　豊

所属 ラブＴＣ ラ・ポーム北上・一関硬式テニス倶楽部 サンピアＴＣ・ラケットビスケッツ

組 菊池淑子・小原　洋 菅原真由美・吉岡拓磨 小笠原紅・貝森　勝

所属 北上テニスＣＯＭ ペアーレ一関・若柳テニス協会 大館ローン

組 佐藤明美・佐藤　栄 並木淑子・阿部礼司 菊池淑子・小原　洋

所属 大船渡市テニス協会 一関パレット・モリオカロイヤル 北上テニスＣＯＭ

組 伊藤由理・尾形浩明 坂田淑子・沼田竜司 佐藤悦子・小原　洋

所属 気仙沼市テニス協会 Ｔ．Ｃ．ＰＡＳＳＥＲＳ パレットＴＣ・Ｔ．Ｃ．ＰＡＳＳＥＲＳ

組 上岡康子・細野睦雄 佐藤悦子・小原　洋 坂田淑子・沼田竜司

所属 泉パークタウンＴＣ パレットＴＣ・Ｔ．Ｃ．ＰＡＳＳＥＲＳ Ｔ．Ｃ．ＰＡＳＳＥＲＳ

組 長澤牧子・長澤博司 木村育子・木村正明 及川恵子・及川　智

所属 Ｌ．Ｌ．Ｃ 一関パレット フリー

組 照井美香・沼山清人 船砥瑞穂・金野克宏 鈴木三枝子・志賀弘基 並木淑子・角口修豊

所属 県庁クラブ・ＭＡＲＳ-Ｔ 大船渡市テニス協会 サンピアＴＣ・ラケットビスケッツ チャレンジ９１

組 麓　結・麓　隆一 亀谷里江子・千葉正紀 木村育子・木村正明

所属 陸前高田市テニス協会 奥州市テニス協会・ラケットビスケッツ 一関パレット

組 畠山ひろみ・清水春寿 井上恒子・菊池勝浩 小野明子・島田信一

所属 はちまんたいＴＣ・モリオカロイヤル パレットＴＣ・一関ラブオール はちまんたいＴＣ

組 菊池亜紀・板橋宏実 田中花枝・高橋浩平 井上恒子・菊池勝浩

所属 ラ・ポーム北上・フリー フリー パレットＴＣ・一関ラブオール

組 川嶋彩日・佐々木幹明 井上恒子・時田道明 林崎まなみ・林崎真也

所属 フリー・岩手県庁 パレットＴＣ・とーばんＴＣ ラブインドア・マッシュ

組 色摩直美・関根貴紀 板宮純子・千葉正紀 井上恒子・千葉　晃 佐々木麻衣・吉田和典

所属 気仙沼魚河岸テニス部 Maple TC パレットＴＣ・一関ラブオール 気仙沼魚河岸テニス部

組 小野直美・谷口宏隆 佐藤朝子・栗谷川昌宏 山田恵子・山田誠輝 内川千恵・清水春寿

所属 大船渡テニス協会・ＰｈｅｌｉｐＴｃ ＦＴＣ・森山ウイング パレットＴＣ・チャレンジ９１ フジサワＴＣ・フリー

組 土田淳子・田口武範 中田春菜・川村祐貴 山田恵子・山田誠輝 板宮純子・千葉正紀

所属 秋田県テニス協会 ＴＯＹ’Ｓ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｌａｂ パレットＴＣ・チャレンジ９１ Maple TC

組 伊藤由理・畠山　良 飯田唯結・樽井裕介 矢口智恵・矢口賢二 尾形綾美・関根貴紀

所属 気仙沼魚河岸テニス部 ぢんぎすかん ぢんぎすかん 気仙沼魚河岸テニス部

組 佐々木久美・佐々木裕一 兼重美香子・菊池勝浩 熊谷栄子・時多道明

所属 チャレンジ９１ パレットＴＣ・一関ラブオール とーばんTC
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降雨により予選で打ち切り
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回数 年度 1位 ２位 1位 ２位

藤原勝也 佐々木裕一 菅原　和浩 奥山　誠 兜森　智子 伊藤　由理 阿部美千代 大畑　京子

とんぼＴＣ 一関ラブオール 一関ラブオール 一関ラブオール 東稜高校 気仙沼テニスクラブ とんぼＴＣ ラブＴＣ

佐々木裕一 鈴木　秀太 菅原　和浩 奥山　誠 阿部美千代 及川　沙也加 千田　貴子 菅野　寛子

一関ラブオール 東稜高校 一関ラブオール 一関ラブオール とんぼＴＣ 東稜高校 Ｔoryo Tennis Team Ｔoryo Tennis Team

佐々木裕一 奥山　誠 細野　睦雄 時田　道明 伊藤　由理 大畑　京子 阿部美千代 三上　恵子

一関ラブオール 一関ラブオール 一関ラブオール 藤沢テニスクラブ 気仙沼テニス協会 大船渡市テニス協会 とんぼＴＣ 一関硬式テニス倶楽部

梶原　大佑 佐々木裕一 鈴木　尉浩 高橋　光 伊藤　由理 阿部美千代 大畑　京子 三上　恵子

気仙沼テニス協会 一関ラブオール とんぼＴＣ 若柳テニス協会 気仙沼テニス協会 とんぼＴＣ 大船渡市テニス協会 一関硬式テニス倶楽部

市川　直樹 佐々木裕一 沼倉　明彦 坂俣　勝則 佐藤　友美 阿部美千代 大畑　京子 伊藤　由理

ラブインドアＴＣ 一関ラブオール ライジングサン 大井電気 大船渡市テニス協会 とんぼＴＣ 大船渡市テニス協会 気仙沼テニス協会

佐々木裕一 小原　洋 時田　道明 畠山　良 阿部美千代 亀谷里江子 柏葉由美子 昆野　淳子

一関ラブオール Ｔ．Ｃ．ＰＡＳＳＥＲＳ 藤沢テニスクラブ 東稜高校 とんぼＴＣ サンピアＴＣ Ｍaple ＴＣ 気仙沼テニス協会

佐々木裕一 小原　洋 菊田　力 菊地　勝浩 伊藤　由理 阿部美千代 亀谷里江子 渡辺久美子

一関ラブオール Ｔ．Ｃ．ＰＡＳＳＥＲＳ 気仙沼テニス協会 一関ラブオール 気仙沼テニス協会 奥州市テニス協会 奥州市テニス協会 チャレンジ９１ＴＣ

佐々木裕一 藤原　勝也 赤坂　和男 菊地　勝浩 信田　怜奈 砂子田　泰江 阿部美千代 伊藤　由理

一関ラブオール 富士通 イトケン堂 一関ラブオール 富士大学 東部ＴＣ ラブＴＣ 気仙沼テニス協会

赤坂　和男 小原　洋 木村　正明 尾形　浩明 伊藤　由理 阿部美千代 桑田久美子 並木　淑子

イトケン堂 Ｔ．Ｃ．ＰＡＳＳＥＲＳ チャレンジ９１ 気仙沼テニス協会 気仙沼テニス協会 とんぼＴＣ チャレンジ９１ＴＣ チャレンジ９１ＴＣ

菊地　勝浩 角口　修豊 千葉　晃 阿部美千代 中野多喜子 並木　淑子

一関ラブオール アシニスＫ 一関ラブオール ラ・ポーム北上 ロブスター チャレンジ９１ＴＣ

白根　太郎 白根　陽平 鈴木　繁宏 野田　亮太

七十七銀行 七十七銀行 森山ウィング 若柳テニス協会

畠山　良 住吉　啓史 佐々木裕一 尾形　和哉 柏葉由美子 小野　直美 市毛由希子

アドバンテージＴＣ 気仙沼魚川岸テニス部 一関ラブオール 気仙沼魚川岸テニス部 Ｍaple ＴＣ 大船渡市テニス協会 気仙沼魚川岸テニス部

豊田　啓吾 白根　太郎 伊関　淳 時田　道明 白幡　綾美 市毛由希子 畠山　ひろみ

仙台硬式テニス会 七十七銀行 七十七銀行 とーばんＴＣ 気仙沼魚川岸テニス部 気仙沼魚川岸テニス部 はちまんたいＴＣ

佐々木幹明 望月　雄太 津田　義行 佐々木偉琉 紺野　木葉 畠山　ひろみ 市毛由希子

イトケン堂 一関高専 七十七銀行 フジサワＴＣ 北上ジュニア はちまんたいＴＣ 気仙沼魚川岸テニス部

畠山　良 望月　雄太 菅原　陸翔 尾形　和成 紺野　木葉 内川　千恵 須藤　智織

気仙沼魚川岸テニス部 とーばんＴＣ クレイルＴＡ 気仙沼魚川岸テニス部 山清ＴＣ フジサワＴＣ チャレンジ９１ＴＣ

堀江　純 藤原　勝也 菊地　勝浩 望月　雄太 阿部　優香 菅原由美子 内川　千恵

フリー とんぼＴＣ 一関ラブオール とーばんＴＣ 気仙沼魚川岸テニス部 Maple TC フジサワＴＣ

畠山　良 望月　雄太 高橋　浩平 村上　将来 阿部　優香 京野　ほの花 八重樫　愛

UOG とーばんＴＣ フリー とんぼＴＣ 気仙沼魚川岸テニス部 奥州Ｊｒテニススポ少 フリー

須藤　智織 佐々木久美 並木　淑子

チャレンジ９１ チャレンジ９１ チャレンジ９１

一関オープンシングルス

男子シングルス

28 17

26 15

女子シングルス

25 14

３位 ３位

32 21

31 20

27 16

30 19

29 18

中止

33 22

34 23

35 24

36 25

38 27

37 26

ベテラン

41 30

39 28

40 29



回数 年度 1位 ２位 ３位 1位 ２位 ３位

15 14

ＴＥＡＭ　ＴＡＯ

一関ＹＯＵ遊

17 16

18 17 チャレンジ９１ 一関ラブオール ＮＥＣ東北 一関パレット チャレンジ９１ 一関ＹＯＵ遊

19 18

20 19 一関ラブオール・Ａ 千厩ＴＣ チャレンジ９１ ロングＴＣ パレットＴＣ・Ｂ パレットＴＣ・Ａ

21 20 一関ラブオール・Ａ チャレンジ９１ 一関ラブオール・Ｂ チャレンジ９１ パレットＴＣ・Ｂ パレットＴＣ・Ａ

22 21 チャレンジ９１ 一関ラブオール 一関硬式テニス倶楽部 パレットＴＣ チャレンジ９１・Ｂ チャレンジ９１・Ａ

23 22 いわい東 一関ラブオール・Ｂ 一関ラブオール・Ａ パレットＴＣ・Ａ パレットＴＣ・Ｂ チャレンジ９１

24 23 一関ラブオール いわい東 チャレンジ９１ パレットＴＣ 一関ロングＴＣ

25 24 チャレンジ９１ 一関ラブオール いわい東 パレットＴＣ・Ｂ チャレンジ９１

26 25 とーばんＴＣ チャレンジ９１ 一関ラブオール パレットＴＣ・Ａ チャレンジ９１ パレットＴＣ・Ｂ

27 26 とーばんＴＣ チャレンジ９１ 一関ラブオール・Ａ パレットＴＣ・Ａ パレットＴＣ・Ｂ チャレンジ９１

28 27 とーばんＴＣ チャレンジ９１ 一関ラブオール パレットＴＣ・Ａ パレットＴＣ・Ｂ チャレンジ９１

29 28 とーばんＴＣ チャレンジ９１ パレットＴＣ チャレンジ９１

30 29 とーばんＴＣ チャレンジ９１ 一関ラブオール パレットＴＣ 一関ロングテニスB 一関ロングテニスA

30 30 とーばんＴＣ チャレンジ９１ 一関ラブオール パレットＴＣ チャレンジ９１ 一関ロングテニスA

パレットＴＣ 一関ＹＯＵ遊1516 一関ラブオール・Ｃ ＮＥＣ東北 チャレンジＴＣ

一関市クラブ対抗

女子団体

降雪により中止 降雪により中止

男子団体


