
市民体育祭ミックスダブルス大会
2021/08/22  青木町公園内庭球場

22日　一般の部　
氏　　名 所　　属 1R 2R QF SF F

保土田 優士 (佐藤牧場)

望月 直美 (VOSS)

剣 大輔 (チャレンジャ－ズ)

松本 美緒 (ウインズ)

小巻 岳彦 (Aster)

岩渕 佳絵 (Aster)

大川 翼 (ウルトラＭ)

伊藤 智子 (ＶＩCＴＯＲＹ)

駒津 誠哉 (未登録)

駒津 芳枝 (ライズ)

大野 勝矢 (JTP)

古賀 千恵 (ウルトラＭ)

須田 健太郎 (VITA)

須田 英子 (VITA)

加藤 稔 (佐藤牧場)

野村 由華 (Ｙ・Ｙテニスクラブ)

内川 勇輝 (チャレンジャ－ズ)

六本木 裕美 (VOSS)

横田 園絵 (ダンロップ川口インドアテニス)

秋本 光陽 (チームyukino)

陶 剛 (VITA)

陶 亜希子 (VITA)

真鍋 将治 (クィーンズドームテニススクール)

高岸 真紀子 (ＶＩCＴＯＲＹ)

岩室 悠 (アバンタージュテニスクラブ)

大澤 和枝 (TEAM　ONE　DO)

西澤 知孝 (チャレンジャ－ズ)

西澤 桃子 (ストイックス)

西村 健太郎 (西公民館硬式テニスクラブ)

西村 貴子 (西公民館硬式テニスクラブ)

高橋 知大 (GSF)

高橋 裕美 (GSF)

佐藤 喜紀 (ウルトラＭ)

佐藤 晴美 (ウルトラＭ)

佐藤 大志 (エムズ　（Ｍʼｓ）)

緑川 静香 (エムズ　（Ｍʼｓ）)

鳥谷部 和子 (ダンロップ川口インドアテニス)

齋藤 雄一郎 (チームyukino)

白岩 将也 (チャレンジャ－ズ)

神 葉子 (Aster)

高松 大輔 (VITA)

石橋 由江 (VITA)

宍倉 大輝 (スピード２０)

榎木 牧子 (スピード２０)

松本 淳 (未登録)

齋藤 智子 (ダンロップ川口インドアテニス)

中川 仁 (ＮＳＫ)

諸我 知絵 (ＮＳＫ)

田中 明日翔 (チャレンジャ－ズ)

藁科 由紀子 (FRIDAY'S)

石澤 明美 (Southfields.)

石岡 孝三 (Southfields.)

千代田 範人 (R．S．K)

河野 智恵 (ウインズ)

神園 哲郎 (ダンロップ川口インドアテニス)

秋田 友紀 (ダンロップ川口インドアテニス)

田嶋 肇 (グリーンテニスプラザ)

田嶋 加奈子 (ストイックス)

河野 嶺太 (Team Nice Watch)

樋桁 里香 (未登録)

秋山 啓司 (ＯＭＹＴＣ)

園井 裕子 (ＯＭＹＴＣ)

佐々木 優斗 (チャレンジャ－ズ)

諸我 歩実 (ＮＳＫ)

シード[1]～[4]は抽選により決定
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市民体育祭ミックスダブルス大会
2021/08/29  青木町公園内庭球場

29日　一般の部
氏　　名 所　　属 1R 2R QF SF F

輿石 龍児 (川口市役所　テニス部)

輿石 真奈 (川口市役所　テニス部)

稲本 和之 (JTP)

原田 美奈子 (JTP)

山崎 裕也 (スピード２０)

山崎 忍 (スピード２０)

塩野谷 慎吾 (チームＳalt)

塩野谷 綾 (チームＳalt)

奥村 聖也 (西公民館硬式テニスクラブ)

奥村 直美 (西公民館硬式テニスクラブ)

齋藤 正志 (JTP)

ストール 美佳 (JTP)

緑川 淳 (未登録)

緑川 愛里子 (未登録)

鈴木 慧史 (チャレンジャ－ズ)

鈴木 あかね (チャレンジャ－ズ)

秋山 忠弥 (未登録)

秋山 陽子 (未登録)

近野 大樹 (Trinker's)

早船 瞳 (Trinker's)

浜田 弘顕 (キャロ)

浜田 由香 (キャロ)

鈴木 隆之 (R．S．K)

山口 智子 (R．S．K)

米倉 靖行 (ウインズ)

三浦 律子 (ウインズ)

青木 勇気 (JTP)

須田 明子 (JTP)

比留間 秀典 (ストイックス)

比留間 由美 (ストイックス)

小林 憲貴 (LT5)

柴田 真理 (ダンロップ川口インドアテニス)

三浦 洋平 (VOSS)

家田 彩子 (VOSS)

中嶋 成好 (JTP)

金井 陽子 (JTP)

織原 慎 (Team ZERO)

⾧岡 友佳里 (Team ZERO)

目黒 貴彦 (未登録)

山口 奈々子 (ダンロップ川口インドアテニス)

高橋 淳哉 (ウインズ)

入澤 成江 (ウインズ)

友部 源太 (テニススタジオ川口)

早船 清美 (Trinker's)

林下 陽一 (JTP)

渡辺 晴美 (JTP)

藤原 高行 (中青木テニスクラブ)

上野 貴子 (中青木テニスクラブ)

柴﨑 信孝 (未登録)

柴崎 葵 (未登録)

石上 貴久 (未登録)

石上 ちさと (Ｃｏｐａｉｎ（コパン）)

矢島 大輔 (ライズ)

山崎 理絵 (ライズ)

池田 雅弘 (未登録)

池田 采美 (未登録)

梶 浩幸 (ウエストヒルズ)

梶 雅子 (ウエストヒルズ)

佐藤 真広 (Trinker's)

後藤 洋子 (Trinker's)

尾嶋 崇史 (JTP)

扇田 真由美 (JTP)

古泉 聡 (Ｙ・Ｙテニスクラブ)

古泉 妙子 (Ｙ・Ｙテニスクラブ)

シード[1]～[3]は抽選により決定
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市民体育祭ミックスダブルス大会
2021/08/22  青木町公園内庭球場

22日　100歳以上の部
氏　　名 所　　属 1R 2R QF SF F

黒野 秀和 (エムズ　（Ｍʼｓ）)

黒野 美詠子 (エムズ　（Ｍʼｓ）)

橋本 政幸 (Ambitious)

橋本 幸子 (Ambitious)

石岡 久資 (VITA)

石岡 幾代 (VITA)

橋本 裕二 (ウインズ)

橋本 美子 (ウインズ)

宍倉 正 (スピード２０)

秋元 京子 (スピード２０)

野本 康夫 (ＯＭＹＴＣ)

田中 麻理 (ＯＭＹＴＣ)

高須 祐行 (クィーンズドームテニススクール)

相良 祐子 (アバンタージュテニスクラブ)

松村 龍彦 (ｆ2)

松村 晃子 (ｆ2)

松村 牧紀 (Tone)

綿引 栄子 (Tone)

中田 秀彦 (ダンロップ川口インドアテニス)

森 さとみ (ダンロップ川口インドアテニス)

渡辺 直也 (TEAM　ONE　DO)

高橋 真由美 (TEAM　ONE　DO)

鈴木 登志一 (アバンタージュテニスクラブ)

初澤 千浪 (アバンタージュテニスクラブ)

山田 裕一 (ライズ)

藤波 由美子 (ライズ)

芳賀 謙信 (木村☆農場)

芳賀 聡子 (木村☆農場)

桑田 正太郎 (ウインズ)

横井 真奈美 (ウインズ)

森田 聖一 (ジョイフル)

森田 和子 (未登録)

加藤 哲之 (チームyukino)

小林 美子 (ウインズ)

新田 一雅 (ライズ)

新田 美佐子 (ライズ)
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市民体育祭ミックスダブルス大会
2021/08/29  青木町公園内庭球場

29日　100歳以上の部
氏　　名 所　　属 1R 2R SF F

松浦 規久哉 (アバンタージュテニスクラブ)

竹中 昭美 (ライズ)

多田羅 徹 (TEAM　ONE　DO)

広沢 教子 (TEAM　ONE　DO)

青柳 光彦 (ウインズ)

青柳 絵美 (ウインズ)

隅田 勇 (ＶＩCＴＯＲＹ)

堀越 美和 (Southfields.)

斉藤 光司 (TEAM　ONE　DO)

富森 里美 (未登録)

縄田 知明 (ＯＭＹＴＣ)

三原 律子 (ＯＭＹＴＣ)

日高 誠 (Ｙ・Ｙテニスクラブ)

飯田 洋子 (Ｙ・Ｙテニスクラブ)

加藤 寛子 (Ambitious)

増森 平 (Team ZERO)

西尾 泰 (TEAM　ONE　DO)

西尾 理恵 (TEAM　ONE　DO)

小松 悠久 (西公民館硬式テニスクラブ)

小松 利子 (西公民館硬式テニスクラブ)

城石 隆治 (キャロ)

城石 康代 (キャロ)

山田 博之 (メリーテニスクラブ)

森田 美奈子 (未登録)

山本 博樹 (アバンタージュテニスクラブ)

内田 利佳 (アバンタージュテニスクラブ)

笠井 完二 (Ambitious)

矢野 麻里 (ダンロップ川口インドアテニス)

吉田 武志 (チームyukino)

堀口 理恵 (未登録)

細田 幸伸 (エムズ　（Ｍʼｓ）)

桑野 明美 (中青木テニスクラブ)
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市民体育祭ミックスダブルス大会
2021/08/22  青木町公園内庭球場

22日　120歳以上の部
22日　120歳以上の部 勝 負 順位

真中　進 ダンロップ川口インドアテニス

山口　千晴 ダンロップ川口インドアテニス

山内 健次 未登録

小日向 典子 未登録

渡邊 天麿 ウエストヒルズ

小堀 洋子 ウエストヒルズ

足立 勝 ウエストヒルズ

愛甲 成子 ウエストヒルズ

戸田 国弘 チームyukino

保坂 広子 チームyukino

ブロック総当たり戦を予定しております。

市民体育祭ミックスダブルス大会
2021/08/29  青木町公園内庭球場

29日　120歳以上の部
29日　120歳以上の部（A） 勝 負 順位

金井 弘隆 ?（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ

金井 美栄子 ?（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ

土屋 由紀夫 西公民館硬式テニスクラブ

加藤 恵子 西公民館硬式テニスクラブ

榊田 聡太郎 青木テニスクラブ

榊田 克美 青木テニスクラブ

29日　120歳以上の部（B） 勝 負 順位

横山 秀明 ?（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ

清水 睦美 ?（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ

吉岡 勝三 西公民館硬式テニスクラブ

浅倉 光枝 西公民館硬式テニスクラブ

木谷 行利 ストイックス

木谷 久仁子 ストイックス

各ブロック総当たり戦の後、順位決定戦を行います。

なお、当日の出席状況によりリドロー(組みなおし)を行う場合があります
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