
市民体育祭 ミックスダブルス大会
2022/08/21  青木町公園内庭球場

100歳以上の部

氏　名 所　属 １R ２R SF F

西尾 泰 (TEAM　ONE　DO)

西尾 理恵 (TEAM　ONE　DO)

宍倉 正 (スピード20)

伊東 弘美 (スピード20)

城石 隆治　 (ひまわり)

城石 康代 (ひまわり)

大平 正則 (Y・Yテニスクラブ)

岡本 愛 (Y・Yテニスクラブ)

桑田 正太郎 (ウインズ)

増田 万里 (ウインズ)

増田 久徳 (ウエストヒルズ)

田中 亜妃子 (ウエストヒルズ)

高須 祐行 (Y's Tennis)

相良 祐子 (アバンタージュテニスクラブ)

矢野 麻里 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

吉川 武宏 (ＬＴ５)

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)

吉田 武志 (チームyukino)

堀口 理恵子 (チームyukino)

大澤 剛 (TEAM　ONE　DO)

宇田 薫 (ジョイフル)

田中 剛 (未登録)

林田 久惠 (未登録)

森田 聖一 (ジョイフル)

森田 和子 (未登録)

松村 龍彦 (ｆ２)

松村 晃子 (ｆ２)

清水 英也 (ウルトラM)

牧野 美幸 (FRIDAY’S)
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市民体育祭 ミックスダブルス大会
2022/08/28  青木町公園内庭球場

100歳以上の部

氏　名 所　属 １R ２R 3R 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)

縄田 知明 (OMYTC)

三原 律子 (OMYTC)

黒野 秀和 (エムズ（M’ｓ）)

黒野 美詠子 (エムズ（M’ｓ）)

小野 健一 (アバンタージュテニスクラブ)

小野 佳子 (アバンタージュテニスクラブ)

渡辺 直也 (TEAM　ONE　DO)

高橋 真由美 (TEAM　ONE　DO)

星野 厚一郎 (ウインズ)

成田 恵美子 (ウインズ)

柴 利幸 (OLIVE)

池野 順子 (OLIVE)

緒方 昭広 (ライズ)

菅 雅美 (スマイル)

芳賀 謙信 (木村☆農場)

芳賀 聡子 (木村☆農場)

加藤 哲之 (チームyukino)

小林 美子 (チームyukino)

若月 真一 (メリーテニスクラブ)

若月 きみ子 (メリーテニスクラブ)

早馬 裕 (Copain（コパン）)

早馬 麻子 (Copain（コパン）)

中田 秀彦 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

森 さとみ (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

青柳 光彦 (ウインズ)

青柳 絵美 (ウインズ)

新藤 芳美 (メリーテニスクラブ)

樋口 正成 (メリーテニスクラブ)

隅田 勇 (VICTORY)

小笠原 孝子 (VICTORY)

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)

矢島 大輔 (ライズ)

山崎 理絵 (ライズ)

中村 晋 (西川口テニスクラブ)

中村 弘美 (西川口テニスクラブ)

野本 康夫 (OMYTC)

田中 麻理 (OMYTC)

美原 隆 (木村☆農場)

矢部 寿子 (未登録)

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)
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