
ミックスオープンクラス

堀内 恭子 (ちゃれんじ)
横田 友紀 (青森フジクラ金矢)

6-3
千葉 由美 (プリンスＴＣ)
千葉 健夫 (プリンスＴＣ)

7-5
羽賀 文子 (弘前ＴＣ)
櫛引 唯善 (弘前ＴＣ) 6-4

前田 美佳 (プリンスＴＣ)
木村 智彦 (オリバーＴＣ)

6-1
近藤 えつ子 (三沢市ＴＡ)
粒来 誠 (Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ) 6-4

田中 寛子 (十和田ＧＴＣ)
中嶋 貴之 (リトルモー) 6-1

樋口 久美子 (CPI ＴＣ)
川浪 薫 (ユナイテッド) 6-1

中村 のり子 (リトルモー)
中川原 正隆 (リトルモー)

6-3
青松 清子 (プリンスＴＣ)
尾野 浩市 (Ｄ-ＩＭＰＡＣＴ)

ミックスアドバンスクラス

入谷 洋子 (三沢市ＴＡ)
和田 毅 (青森フジクラTC)

7-6（1）
木村 かおる (むつＴＡ)
祐川 祐ニ (むつＴＡ) 6-3

中谷 すみ子 (金木ＴＣ) RET
中谷 敬三 (金木ＴＣ) 4-4

大久保 浩子 (えぬぶん)
中村 昭則 (リトルモー) 6-3

田中 るり子 (金木ＴＣ) 6-4
成田 光正 (つがる市ＴＡ)

工藤 里仁 (八戸工業大学)
高橋 勝 (八戸工業大学) 7-5

森下 良子 (リベロ津軽ＳＣ)
奈良 英憲 (ユナイテッド) 6-1

沖沢 都 (おいらせＴＣ)
野月 渉 (十和田ＦＳ)

6-3
島谷 富美子 (金木ＴＣ)
黒滝 浩史 (金木ＴＣ)

6-0
渡辺 和佳子 (Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ)
中嶋 正博 (日本原燃ＴＣ) 6-4

瀬戸 香織 (八戸工業大学)
渡辺 龍之介 (八戸工業大学) 6-1

佐々木 いづみ (つがる市ＴＡ)
小林 史明 (つがる市ＴＡ) 6-0

外舘 ひろみ (むつＴＡ)
佐々木 啓 (むつＴＡ)
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ミックスレギュラークラス

其田 真紀子 (大野ＴＣ)
工藤 吉雄 (ダイヤモンドＴＣ)

6-1

市前 亜沙子 (アップビート)
渡邊 勝美 (アップビート) 6-0

佐藤 育子 (Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ)
佐藤 裕之 (Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ) 7-6(4)

新川 以智子 (弘前ＴＣ)
李 永俊 (弘前ＴＣ)

7-5

溝口 睦子 (八戸RTC)
永洞 健 (ふかふか)

6-3

大塚 優子 (八戸ＦＬＴＣ)
片石 裕司 (八戸ＦＬＴＣ)

6-4
成田 絵久子 (アップビート)
千葉 道太 (ユナイテッド) 6-2

高橋 牧子 (ｗｉｌｌスポーツクラブ)
下村 誠 (プリンスＴＣ)

6-1

昆 麻子 (おいらせＴＣ)
起田 裕詞 (十和田ＧＴＣ) 6-3

舞原 みき (Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ)
長谷 理一郎 (ふかふか) 6-2

藤崎 美佳子 (アップビート)
竹谷 文孝 (アップビート) 6-2

高木 由紀子 (三沢市ＴＡ)
山方 信男 (日本原燃ＴＣ)

6-1

黒澤 朱実 (八戸ＦＬＴＣ)
小笠原 一也 (八戸ＦＬＴＣ)

6-4

織田 芸子 (ダイヤモンドＴＣ)
織田 憲了 (ダイヤモンドＴＣ) 6-0

水島 理賀子 (Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ)
坂本 一志 (十和田ＦＳ)

6-3

下舘 直子 (えぬぶん)
近松 位 (八戸ＦＬＴＣ)

6-4

田中 玲子 (弘前ＴＣ)
田中 誠聖 (弘前ＴＣ)
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男子アドバンスクラス

山本 渉 (ユナイテッド)
神 匡輝 (ユナイテッド) DEF

津内口 尭人 (ＡＨＳ)
榊原 翔太 (ＡＨＳ) 6-0

三浦 恵ニ (むつＴＡ)
又村 ニ三彦 (むつＴＡ)

DEF
若松 寛仁 (Ａ・Ｔ・Ｃ)
高橋 勝 (八戸工業大学)

6-4
水上 公希 (ＡＨＳ)
池田 公希 (ＡＨＳ) DEF

黒滝 浩史 (金木ＴＣ)
中谷 敬三 (金木ＴＣ) 6-0

宇野 剛生 (ＡＨＳ)
三上 翔平 (ＡＨＳ)

DEF
起田 裕詞 (十和田ＧＴＣ)
豊田 士朗 (十和田ＧＴＣ) 6-4

奈良 英憲 (中泊ＴＡ)
田中 礼一 (中泊ＴＡ) DEF

葛西 敏規 (ＡＨＳ)
山本 貴大 (ＡＨＳ) 6-1

福田 隆義 (イエロードリーミング)
野沢 寿美 (東奥ＴＣ)

DEF
白取 洲 (ＡＨＳ)
高橋 樹 (ＡＨＳ)

6-0
成田 光正 (つがる市ＴＡ)
小林 史明 (つがる市ＴＡ) DEF

館村 宥紀 (ＡＨＳ)
鹿内 政孝 (ＡＨＳ)

7-5
太田 卓 (ＡＨＳ)
瀬川 智貴 (ＡＨＳ)

DEF
祐川 祐ニ (むつＴＡ)
佐々木 啓 (むつＴＡ)

男子オープンクラス

木村 智彦 (オリバーＴＣ)
千葉 健夫 (プリンスＴＣ)
中嶋 貴之 (リトルモー)
岡沼 英記 (リトルモー)
瀬戸 章介 (八戸工業大学)
渡辺 龍之介 (八戸工業大学)

横田 友紀 (青森フジクラ金矢)
粒来 誠 (Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ)
三浦 俊 (青森中央学院大学)
川越 史 (青森中央学院大学)
角田 豊 (アップビート)
青山 昌人 (一般)

中嶋 貴之
岡沼 英記

三浦 俊
川越 史

木村 智彦
千葉 健夫

横田 友紀
粒来 誠
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男子レギュラークラス

菅原 政幸 (海自青森TC)
布施 一至 (海自青森TC)

7-5
高山 孝 (ｄｓｐｃｌｕｂ)
山田 尚人 (ｄｓｐｃｌｕｂ)

6-4
高倉 光輝 (Ｊ-POWERﾃﾆｽ部)
渡辺 雄ニ (Ｊ-POWERﾃﾆｽ部) 6-0

井出 英ニ郎 (ｄｓｐｃｌｕｂ)
宮田 耕一 (ｄｓｐｃｌｕｂ)

6-0
遠島 一 (青森市役所TC)
八木 徳雄 (一般) 6-3

樋山 政之 (むつ市役所)
斉藤 鐘司 (むつ市役所) DEF

鎌田 憲明 (ＴＣ Ｋｓ)
工藤 和夫 (ＴＣ Ｋｓ)

6-4
近松 位 (八戸ＦＬＴＣ)
片石 裕司 (八戸ＦＬＴＣ) 6-1

大久 昴朗 (ｄｓｐｃｌｕｂ)
椿 太郎 (ｄｓｐｃｌｕｂ) 7-5

阿部 直俊 (ダイヤモンド)
須藤 耕司 (ダイヤモンド)

7-6(3)

長谷 理一郎 (ふかふか)
永洞 健 (ふかふか)

6-1
諏訪原 英明 (ｄｓｐｃｌｕｂ)
駒野 恭平 (ｄｓｐｃｌｕｂ)

6-2
竹谷 文孝 (アップビート)
千葉 道太 (ユナイテッド) 6-3

中平 輝人 (スポルトアオモリ)
其田 秀昭 (スポルトアオモリ)

6-2
葛西 真一 (ＴＣ Ｋｓ)
福士 敏広 (ＴＣ Ｋｓ)

工藤 満 (海自青森TC)
澤畑 祐太 (海自青森TC) 7-5

荻谷 健人 (ｄｓｐｃｌｕｂ)
野口 康志 (ｄｓｐｃｌｕｂ)

6-0
杉本 博人 (十和田ＦＳ)
川村 誠 (白山台TC) 6-3

畑中 成美 (一般)
古川 宏幸 (Ｔ-ＰＡＬ) 7-5

和田 毅 (青森フジクラTC)
坂本 一志 (青森フジクラTC)
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女子オープンクラス

福士 令子 (てる設計TC)
前田 美佳 (女子連)

6-0
千葉 由美 (プリンスＴＣ)
佐藤 協子 (プリンスＴＣ)

6-3
掃部 和姫 (八戸工業大学)
中村 のり子 (リトルモー)

6-1
大橋 ゆかり (埼玉県テニス協会)
近藤 えつ子 (三沢市ＴＡ) 6-3

石井 望 (青森TC)
種市 聡子 (オレンジTC) 7-6(4)

藤田 文子 (大野ＴＣ)
百田 厚子 (プリンスＴＣ)

6-0

田中 寛子 (十和田ＧＴＣ)
堀内 恭子 (ちゃれんじ)

7-6(5)
根川 茂子 (大野ＴＣ)
其田 真紀子 (大野ＴＣ)

7-6(8)
濱谷 菜緒 (プリンスＴＣ)
上平 芽衣 (八戸工業大学) 7-5

種市 文子 (女子連)
福原 志津 (オリバーＴＣ) 6-3

山崎 春香 (はまなす)
安宍 美希 (プリンスＴＣ) 6-4

青松 清子 (プリンスＴＣ)
越田 幸代 (プリンスＴＣ)

女子アドバンスクラス

和田 さとみ (プリンスＴＣ)
水口 和泉 (オリバーＴＣ)
外舘 ひろみ (むつＴＡ)
米田 明子 (むつＴＡ)
田中 るり子 (金木ＴＣ)
中谷 すみ子 (金木ＴＣ)

入谷 洋子 (ちゃれんじ)
高橋 緑 (八戸RTC)
三上 美喜子 (大野ＴＣ)
久慈 智子 (プリンスＴＣ)
沢口 方子 (弘前ＴＣ)
小野 良子 (弘前ＴＣ)

和田 さとみ (プリンスＴＣ)
水口 和泉 (オリバーＴＣ)

入谷 洋子 (ちゃれんじ)
高橋 緑 (八戸RTC)

田中 るり子 (金木ＴＣ)
中谷 すみ子 (金木ＴＣ)

三上 美喜子 (大野ＴＣ)
久慈 智子 (プリンスＴＣ)

沢口 方子
小野 良子

　決　勝

入谷 洋子

6-3

高橋 緑

3-6

0-6

田中 るり子
中谷 すみ子

　３位決定戦
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女子レギュラークラス

竹島 千秋 (弘前ＴＣ)
佐々木 夕美子 (弘前ＴＣ) 6-3

近江 ゆかり (ｓｔｋ)
竹村 雅子 (ｓｔｋ) 6-4

三浦 勢津子 (アップビート)
藤崎 美佳子 (アップビート)

6-1
沖沢 都 (おいらせＴＣ)
昆 麻子 (おいらせＴＣ)

7-6(4)
茨沢 靖子 (Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ)
水島 理賀子 (Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ) 6-3

加藤 美奈子 (ｓｔｋ)
坂 康子 (ｓｔｋ) 6-2

八幡 美奈子 (フレッシャーズ)
細井 めぐみ (一般)

6-0
下舘 直子 (えぬぶん)
大塚 優子 (八戸ＦＬＴＣ)

7-5

山口 京子 (フォルテシモＴＣ)
佐藤 奈保子 (オリバーＴＣ) 6-1

澁谷 留理子 (アップビート)
成田 絵久子 (アップビート) 6-4

三浦 久美子 (白山台TC)
石橋 祐子 (Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ)

6-2
高橋 牧子 (ｗｉｌｌスポーツクラブ)
虻川 由美子 (ブルービーンズ)

6-1
木村 優子 (ｓｔｋ)
鈴木 和美 (ｓｔｋ) 6-3

渋谷 多加 (金木ＴＣ)
菊地 幸子 (青森ひまわり)

6-3
斉藤 久子 (キャロット)
荒木 由美 (ニコちゃんズ)

6-3
溝口 睦子 (八戸RTC)
舞原 みき (Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ)
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