
第42回 協会杯 ダブルス大会
2022/05/08  青木町公園内庭球場

男子Aクラス
№ 　氏　名 所属名 １R ２R QF SF F

保土田 優士 (佐藤牧場)

鈴木 祥平 (佐藤牧場)

伊藤 鴻佑 (GSF)

黒田 晃太郎 (GSF)

秋山 啓司 (OMYTC)

二神 友也 (OMYTC)

荒木 裕也 (TEAM　ONE　DO)

松原 正治 (TEAM　ONE　DO)

村田 智史 (川口市役所テニス部)

⾧谷川 貴大 (川口市役所テニス部)

羽田 良介 (中青木テニスクラブ)

田中 雄介 (中青木テニスクラブ)

佐々木 優斗 (チャレンジャーズ)

宮原 俊晴 (ＬＴ５)

柴﨑 信孝 (TEAM　ONE　DO)

内海 雷 (TEAM　ONE　DO)

宍倉 正 (スピード20)

宍倉 大輝 (スピード20)

塩原 幹司 (ウルトラM)

阿出川 幹也 (ウルトラM)

中嶋 成好 (JTP)

尾嶋 崇史 (JTP)

井坂 佑 (木村☆農場)

山本 伸明 (木村☆農場)

木村 理彦 (TEAM　ONE　DO)

菱田 幸嵩 (TEAM　ONE　DO)

内田 光男 (?（HATENA）Ｊ・Ｆ)

田辺 智盛 (?（HATENA）Ｊ・Ｆ)

時田 努 (Southfields.)

石岡 孝三 (Southfields.)

助川 新吾 (ＬＴ５)

田口 脩一郎 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

高橋 友章 (?（HATENA）Ｊ・Ｆ)

森 義晶 (?（HATENA）Ｊ・Ｆ)

鍋田 修央 (TEAM　ONE　DO)

中村 孝裕 (TEAM　ONE　DO)

鈴木 慧史 (チャレンジャーズ)

西澤 知孝 (チャレンジャーズ)

瀬戸口 涼 (チームSalt)

生駒 雄次 (ウルトラM)

山崎 裕也 (スピード20)

松丸 淳 (スピード20)

高須 祐行 (Y's Tennis)

山本 倫行 (Y's Tennis)

三浦 裕斗 (NSK)

北原 和貴 (NSK)

大畑 響輝 (NSK)

杉浦 凛大 (NSK)

伊藤 豪 (Aster)

古山 大地 (Aster)

田中 繁明 (TEAM　ONE　DO)

白木 敦夫 (TEAM　ONE　DO)

白根 章雅 (佐藤牧場)

金子 智哉 (佐藤牧場)

塩野谷 慎吾 (チームSalt)

國分 大河 (チームSalt)

佐藤 喜紀 (ウルトラM)

勝村 勇太 (ウルトラM)

輿石 龍児 (川口市役所テニス部)

田口 正一郎 (川口市役所テニス部)
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第42回 協会杯 ダブルス大会
2022/05/08  青木町公園内庭球場

男子Bクラス
№ 　氏　名 所属名 １R ２R QF SF F

山本 博樹 (アバンタージュテニスクラブ)

末藤 貴之 (アバンタージュテニスクラブ)

尾野 康宏 (Y・Yテニスクラブ)

増田 幸一朗 (Y・Yテニスクラブ)

中村 晋 (西川口テニスクラブ)

白石 大貴 (西川口テニスクラブ)

平川 太郎 (Y's Tennis)

畑中 昂大 (Y's Tennis)

堀 卓 (GSF)

内海 俊行 (GSF)

中村 智昭 (ファイン)

千賀 嘉人 (ファイン)

田嶋 肇 (ストイックス)

田嶋 唯人 (ストイックス)

東 純一 (西公民館硬式テニスクラブ)

馬籠 諭 (西川口テニスクラブ)

星野 厚一郎 (ウインズ)

笹川 典考 (ウインズ)

岡崎 克己 (スピード20)

上坂 光幸 (スピード20)

大枝 明生 (西川口テニスクラブ)

後藤 直之 (西川口テニスクラブ)

木村 幸司 (木村☆農場)

小暮 南央 (木村☆農場)

福澤 進 (ＬＴ５)

福澤 琢磨 (ＬＴ５)

上野 靖生 (Y's Tennis)

武部 拓巳 (Y's Tennis)

梶 大介 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

西田 岳大 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

大嶋 伶弥 (NSK)

瀧上 映斗 (ストイックス)

山岡 正和 (GSF)

深沢 晃太郎 (GSF)

大里 建治 (アバンタージュテニスクラブ)

山岸 淳一 (アバンタージュテニスクラブ)

大島 浩行 (ウエストヒルズ)

大島 卓也 (ウエストヒルズ)

岡本 康裕 (Y・Yテニスクラブ)

鈴木 健志 (Y・Yテニスクラブ)

池ノ谷 崇史 (西川口テニスクラブ)

平石 大輔 (西川口テニスクラブ)

木村 太郎 (ＬＴ５)

宮澤 祐作 (ＬＴ５)

半藤 裕一 (ライズ)

緒方 昭広 (ライズ)

木所 郁男 (木村☆農場)

芳賀 謙信 (木村☆農場)

木村 誠 (川口市役所テニス部)

中村 航太 (川口市役所テニス部)

森 徹也 (GSF)

常住 潤 (GSF)

矢崎 和貴 (木村☆農場)

高橋 知也 (木村☆農場)

小磯 慎治 (Team　ZERO)

小林 明 (Team　ZERO)

波岡 周平 (ファイン)

仲條 健司 (ファイン)

松井 則和 (スピード20)

金子 直人 (スピード20)

並木 一浩 (西川口テニスクラブ)

遠藤 剛 (西川口テニスクラブ)

山下 敏則 (Y's Tennis)

小澤 真史 (Y's Tennis)
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第42回 協会杯 ダブルス大会
2022/05/08  青木町公園内庭球場

男子Cクラス
№ 　氏　名 所属名 １R ２R QF SF F

上村 裕二 (Y's Tennis)

光田 忠弘 (Y's Tennis)

本山 貴昭 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

比留間 秀典 (ストイックス)

吉田 武志 (チームyukino)

斉藤 博志 (チームyukino)

 鈴木 登志夫 (KTS)

藤田 研二 (KTS)

石原 和宏 (ライズ)

栗林 信行 (ライズ)

真鍋 将治 (バンデテニスアカデミー)

福田 聡 (GSF)

友部 源太 (テニススタジオ川口)

佐藤 真広 (Ｔrinkerʼs)

南部 一行 (Ｔrinkerʼs)

内海 宣幸 (Ｔrinkerʼs)

門屋 謙太郎 (KTS)

⾧谷川 智之 (KTS)

辺見 健一郎 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

岡田 英幸 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

大野 修 (Team　Nice　Watch)

田中 憲司 (Team　Nice　Watch)

鷲見 善弘 (チームyukino)

中村 亮二 (チームyukino)

土橋 重望 (バンデテニスアカデミー)

金村 一幸 (バンデテニスアカデミー)

金納　 雅之 (Team Pelican)

高橋 樹由 (Team Pelican)

島田 瑛己 (NSK)

水野 然太 (NSK)

吉岡 勝三 (西公民館硬式テニスクラブ)

三田 日成 (西公民館硬式テニスクラブ)

今福 隆義 (Y・Yテニスクラブ)

大平 正則 (Y・Yテニスクラブ)

 神宮司 浩 (KTS)

岡部 将士 (KTS)

江井 崇俊 (バンデテニスアカデミー)

宮崎 知典 (バンデテニスアカデミー)

酒井 昇 (青木テニスクラブ)

榊田 聡太郎 (青木テニスクラブ)

市橋 大 (ウインズ)

小松 和文 (ウインズ)

齋藤 雄一郎 (チームyukino)

秋本 光陽 (チームyukino)

甲田 伸也 (ウインズ)

河西 武彦 (ウインズ)

菅原 康晴 (Team　ZERO)

濱田 英剛 (Team　ZERO)

加藤 哲之 (チームyukino)

廣野 勝久 (チームyukino)

上野 茂樹 (ストイックス)

瀧上 欣延 (ストイックス)

押川 光仁 (Team Pelican)

林 孝三郎 (Team Pelican)

南部 洋平 (SAITECテニス部)

新倉 順 (SAITECテニス部)

菅野 淳也 (KTS)

山口 友生 (KTS)
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第42回 協会杯 ダブルス大会
2022/05/08  青木町公園内庭球場

男子55歳以上
№ 　氏　名 所属名 １R QF SF F

松浦 規久哉 (アバンタージュテニスクラブ)

清水 英也 (ウルトラM)

隅田 勇 (VICTORY)

佐々木 久人 (VICTORY)

横山 秀明 (?（HATENA）Ｊ・Ｆ)

金井 弘隆 (?（HATENA）Ｊ・Ｆ)

笠井 完二 (Ambitious)

鈴木 登志一 (アバンタージュテニスクラブ)

行方 正典 (Y・Yテニスクラブ)

宮園 貴志 (Y・Yテニスクラブ)

増田 久徳 (ウエストヒルズ)

寺門 隆 (ウエストヒルズ)

桑田 正太郎 (ウインズ)

新名 清志 (ウインズ)

大竹 秀央 (Aster)

土屋 由紀夫 (西公民館硬式テニスクラブ)

竹中 裕人 (アバンタージュテニスクラブ)

金子 幹司 (アバンタージュテニスクラブ)

熊倉 英紀 (ライズ)

時本 真吾 (ライズ)

𠮷田 真司 (バンデテニスアカデミー)

高橋 久和 (バンデテニスアカデミー)

佐藤 雅己 (ウルトラM)

上村 重朗 (ウルトラM)

山口 利美 (アバンタージュテニスクラブ)

渡辺 洋一 (川口市役所テニス部)
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