
市民体育祭 ミックスダブルス大会　結果
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)

松浦・竹中

縄田 知明 (OMYTC) 64
三原 律子 (OMYTC) 縄田 ・三原

黒野 秀和 (エムズ（M’ｓ）) 62
黒野 美詠子 (エムズ（M’ｓ）) 松浦・竹中

小野 健一 (アバンタージュテニスクラブ) 63
小野 佳子 (アバンタージュテニスクラブ)

小野・小野

60

渡辺 直也 (TEAM　ONE　DO)

高橋 真由美 (TEAM　ONE　DO) 松浦・竹中

星野 厚一郎 (ウインズ) 61
成田 恵美子 (ウインズ)

緒方・菅

柴 利幸 (OLIVE) W.O
池野 順子 (OLIVE) 緒方・菅

緒方 昭広 (ライズ) 61
菅 雅美 (スマイル) 加藤・小林

芳賀 謙信 (木村☆農場) 62
芳賀 聡子 (木村☆農場) 加藤・小林

加藤 哲之 (チームyukino) 63
小林 美子 (チームyukino) 加藤・小林

61

若槻 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) 松浦・竹中

早馬 裕 (Copain（コパン）) 60
早馬 麻子 (Copain（コパン）)

青柳・青柳

中田 秀彦 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ) 62
森 さとみ (ダンロップ川口インドアテニスクラブ) 青柳・青柳

青柳 光彦 (ウインズ) 62
青柳 絵美 (ウインズ) 青柳・青柳

新藤 芳美 (メリーテニスクラブ) 63
樋口 正成 (メリーテニスクラブ) 隅田・小笠原

隅田 勇 (VICTORY) 62
小笠原 孝子 (VICTORY) 隅田・小笠原

W.O

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) 藤原・上野

矢島 大輔 (ライズ) 63
山崎 理絵 (ライズ)

矢島・山崎

61

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) 藤原・上野

野本 康夫 (OMYTC) 62
田中 麻理 (OMYTC) 野本・田中

美原 隆 (木村☆農場) W.O
矢部 寿子 (未登録) 藤原・上野

61

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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市民体育祭 ミックスダブルス大会　結果
2022/08/28  青木町公園内庭球場

120歳以上の部

氏　名 所　属 １R ２R SF F

真中 進 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

山口 千晴 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)

土屋・加藤

水道 昌弘 (FRIDAY’S) 61
水道 英子 (FRIDAY’S) 土屋・加藤

土屋 由紀夫 (西公民館硬式テニスクラブ) 63
加藤 恵子 (西公民館硬式テニスクラブ) 富田・池端

高波 美智子 (千雀庭球一門会) 65
佐藤 孝宏 (千雀庭球一門会) 高波・佐藤

土井 健一 (ウエストヒルズ) 62
勝又 純子 (ウエストヒルズ) 富田・池端

富田 俊雄 (未登録) 62
池端 裕子 (未登録) 富田・池端

金井 弘隆 (?（HATENA）Ｊ・Ｆ) 60
金井 美栄子 (?（HATENA）Ｊ・Ｆ) 関口・笠井

清水 晴二 (?（HATENA）Ｊ・Ｆ) 61
小野 満里子 (ウエストヒルズ) 清水・小野

榊田 聡太郎 (青木テニスクラブ) W.O
榊田 克美 (青木テニスクラブ) 木谷・木谷

中嶋 悦子 (千雀庭球一門会) 61
仲 修二郎 (千雀庭球一門会) 木谷・木谷

木谷 行利 (ストイックス) 64
木谷 久仁子 (ストイックス) 関口・笠井

吉岡 勝三 (西公民館硬式テニスクラブ) 61
浅倉 光枝 (西公民館硬式テニスクラブ) 関口・笠井

関口 美子 (Team　ZERO) 61
笠井 完二 (Ambitious) 関口・笠井

掛川 孝子 (千雀庭球一門会) 62
笠井 博 (千雀庭球一門会) 掛川・笠井

練木 章 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ) 60
鳥谷部 和子 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ)
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市民体育祭 ミックスダブルス大会　結果
2022/08/28  青木町公園内庭球場

一般の部　Ａブロック

氏　名 所　属 １R ２R 3R SF F

秋山 忠弥 (Team　ZERO)

秋山 陽子 (Team　ZERO)

生駒・浅野

大内 秀紀 (エムズ（M’ｓ）) 60
大内 菜美 (エムズ（M’ｓ）) 生駒・浅野

生駒 雄次 (ウルトラM) 60
浅野 瑞江 (ウルトラM) 生駒・浅野

寺島 圭一 (未登録) W.O
寺島 隆子 (未登録)

笹川 典考 (ウインズ)

西方 智美 (Ｔrinker’s) 生駒・浅野

奥村 奈津子 (Team　ZERO) 65
奥村 知記 (Team　ZERO)

奥村・奥村

62

伊東 孝幸 (スピード20)

二松 みゆき (スピード20) 山口・山口

白岩 将也 (チャレンジャーズ) 61
神 葉子 (Aster)

山口・山口

64

山口 勝 (TEAM　ONE　DO)

山口 ひかる (TEAM　ONE　DO) 生駒・浅野

佐藤 喜紀 (ウルトラM) 61
佐藤 晴美 (ウルトラM)

佐藤・佐藤

佐藤 真広 (Ｔrinker’s) 63
早船 清美 (Ｔrinker’s) 吉田・石川

吉田 亘 (チームSalt) 61
石川 歌純 (チームSalt) 佐藤・佐藤

浜野 博己 (バンデテニスアカデミー) 61
浜野 君子 (バンデテニスアカデミー)

福島・山田

60

福島 聡 (チームSalt)

山田 由佳利 (ウインズ) 佐藤・佐藤

山田 淳司 (木村☆農場) 65
横田 真裕美 (木村☆農場)

今井・大野

W.O

今井 良和 (OMYTC)

大野 里佳 (OMYTC) 古泉・古泉

小林 憲貴 (ＬＴ５) 64
柴田 真理 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ) 田嶋・田嶋

田嶋 肇 (ストイックス) 65
田嶋 加奈子 (ストイックス) 古泉・古泉

62

古泉 聡 (JTP)

古泉 妙子 (JTP)
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市民体育祭 ミックスダブルス大会　結果
2022/08/28  青木町公園内庭球場

一般の部　Bブロック

氏　名 所　属 １R ２R 3R SF F

小巻 岳彦 (Aster)

岩渕 佳絵 (Aster)

谷口・柴崎

谷口 健一 (TEAM　ONE　DO) 61
柴崎 葵 (TEAM　ONE　DO) 谷口・柴崎

石上 貴久 (ダンロップ川口インドアテニスクラブ) 62
石上 ちさと (Copain（コパン）) 谷口・柴崎

齋藤 雄一郎 (チームyukino) 61
村重 久美子 (木村☆農場)

釜瀬・⾧谷川

W.O

釜瀬 善広 (Team　Nice　Watch)

⾧谷川 杏奈 (Team　Nice　Watch) 谷口・柴崎

新井 雅斗 (Team　Nice　Watch) 65
樋桁 里香 (Team　Nice　Watch)

緑川・緑川

62

緑川 淳 (未登録)

緑川 愛里子 (未登録) 田中・藁科

大浦 信也 (Team　Nice　Watch) 60
山本 彩夏 (Team　Nice　Watch) 大浦・山本

山崎 裕也 (スピード20) 62
中西 忍 (スピード20) 田中・藁科

62

田中 明日翔 (チャレンジャーズ)

藁科 由紀子 (FRIDAY’S) 岩室・大澤

近野 大樹 (Ｔrinker’s) 61
早船 瞳 (Ｔrinker’s)

近野・早船

秋山 啓司 (OMYTC) 65
松崎 眞子 (OMYTC) 秋山・松崎

ストール 美佳 (JTP) 64
稲本 和之 (JTP) 近野・早船

増淵 稔 (Team　Nice　Watch) 63
岡本 由起子 (Team　Nice　Watch)

瀬戸口・内田

60

瀬戸口 涼 (チームSalt)

内田 利佳 (アバンタージュテニスクラブ) 岩室・大澤

劔 大輔 (チャレンジャーズ) 62
松本 美緒 (ウインズ)

南部 一行 (Ｔrinker’s)

才川 美砂子 (Ｔrinker’s) 岩室・大澤

大野 勝矢 (JTP) W.O
古賀 千恵 (ウルトラM) 西澤・西澤

西澤 知孝 (チャレンジャーズ) W.O
西澤 桃子 (ストイックス) 岩室・大澤

61

岩室 悠 (アバンタージュテニスクラブ)

大澤 和枝 (TEAM　ONE　DO)
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市民体育祭 ミックスダブルス大会　結果
2022/08/28  青木町公園内庭球場

ファミリーの部
勝 負 順位

生見 道裕 未登録

生見 誠裕 未登録

三浦 悠安 未登録

三浦 英夫 未登録

宮村 和男 三田テニスクラブ

宮村 瞬 未登録
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