
第39回協会杯ダブルス大会
2019/05/06  青木町公園

男子Aクラス

No. シード 選手名 所属 １R ２R ３R QF SF

平林豊 (チャレンジャーズ) Final

保土田優士 (佐藤牧場)

内田光男 (？（HATENA)J.F)

芝原幹大 (？（HATENA)J.F)

田中繁明 (TEAM ONE DO)

白木敦夫 (TEAM ONE DO)

柴崎信孝 (NSK)

内海雷 (NSK)

兼子洋二 (フォーシズンT3)

橋本賢 (フォーシズンT3)

諸我良太 (NSK)

星爽流 (NSK)

橋本裕二 (ウインズ)

渋谷哲平 (ウインズ)

松丸淳 (クィーンズドームテニススクール)

山崎裕也 (スピード20)

鈴木雄太 (ウインズ)

釣部高司 (ウインズ)

時田努 (southfields.)

石岡孝三 (southfields.)

宮原俊晴 (LT5)

ゴルバンザデアシカン (NSK)

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)

今宮清 (？（HATENA)J.F)

田辺智盛 (？（HATENA)J.F)

山口勝 (TEAM ONE DO)

木村理彦 (TEAM ONE DO)

長倉宏之 (？（HATENA)J.F)

長倉雄希 (？（HATENA)J.F)

青木勇気 (JTP)

佐々木雄治 (JTP)

海野慎吾 (ウインズ)

飯田裕久 (ウインズ)

田代優 (FRIDAY'S)

佐々木優斗 (チャレンジャーズ)

内川勇輝 (チャレンジャーズ)

剣大輔 (チャレンジャーズ)
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第39回協会杯ダブルス大会
2019/05/06  青木町公園

男子Aクラス

選手名 所属 １R ２R ３R QF SF

佐藤喜紀 (ウルトラM)

島田博之 (ウルトラM)

西澤知孝 (チャレンジャーズ)

鈴木慧史 (チャレンジャーズ)

渡辺史典 (中青木テニスクラブ)

松尾友喜 (中青木テニスクラブ)

大浦信也 (チームSalt)

岡田雅也 (チームSalt)

吉原勲 (ウルトラM)

斎藤博 (ウルトラM)

小川総一郎 (？（HATENA)J.F)

芝原恵介 (？（HATENA)J.F)

田口智之 (TEAM ONE DO)

田口大晃 (TEAM ONE DO)

塩野谷慎吾 (チームSalt)

白岩将也 (チャレンジャーズ)

小杉健一 (ウルトラM)

山崎正晴 (ウルトラM)

林法良 (TEAM ONE DO)

谷沢克矢 (TEAM ONE DO)

武藤寿行 (JTP)

稲本和之 (JTP)

目黒貴彦 (チームSalt)

齋藤圭吾 (チームSalt)

石田航一郎 (NSK)

中川湧太 (NSK)

森佑亮 (ライズ)

森泰亮 (ライズ)

田中明日翔 (チャレンジャーズ)

豊田優 (佐藤牧場)

秋山啓司 (OMYTC)

二神友也 (OMYTC)

金在相 (Ambitious)

鈴木利康 (Ambitious)

石田大地 (NSK)

中川仁 (NSK)
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第39回協会杯ダブルス大会
2019/05/06  青木町公園

男子Bクラス

No. 選手名 所属 １R ２R QF SF Final

市本基 (LT5)

小林憲貴 (LT5)

鈴木健志 (Ｙ・Yテニスクラブ)

岡本康裕 (Ｙ・Yテニスクラブ)

松井則和 (スピード20)

森泉勇耶 (スピード20)

東純一 (西公民館硬式テニスクラブ)

田中利政 (西公民館硬式テニスクラブ)

小暮南央 (TeamZERO)

木村幸司 (TeamZERO)

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)

平川太郎 (クィーンズドームテニススクール)

常住潤 (クィーンズドームテニススクール)

田村裕貴 (チャレンジャーズ)

油布勝也 (三田テニスクラブ)

美原隆 (木村☆農場)

村岡勝幸 (木村☆農場)

伊藤豪 (Aster)

古山大地 (Aster)

浅野基史 (西川口テニスクラブ)

中村晋 (西川口テニスクラブ)

星野厚一郎 (ウインズ)

伊藤範明 (TEAM HIRO×HIRO)

波岡周平 (ファイン)

猪熊栄 (ファイン)

大澤剛 (TEAM ONE DO)

梶間健吾 (TEAM ONE DO)

真鍋将治 (クィーンズドームテニススクール)

十朱邦旭 (VOSS)

小笠原公一 (Copain（コパン）)

嶋田樹陽 (Copain（コパン）)

井坂佑 (木村☆農場)

山本伸明 (木村☆農場)

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)

田嶋肇 (グリーンテニスプラザ)

木谷行利 (ストイックス)

名波一博 (スピード20)

宇野木隆之 (スピード20)

梨山貴之 (西川口テニスクラブ)

白石大貴 (西川口テニスクラブ)
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第39回協会杯ダブルス大会
2019/05/06  青木町公園

男子Cクラス

No. シード 選手名 所属 １R ２R QF SF Final

石原和宏 (ライズ)

栗林信行 (ライズ)

石井和幸 (Aster)

松田司 (Aster)

都倉貴宏 (GSF)

高野幹裕 (GSF)

芳賀謙信 (木村☆農場)

井坂佑 (木村☆農場)

行方正典 (Ｙ・Yテニスクラブ)

佐野裕 (西川口テニスクラブ)

石川裕 (D.T.X)

落合寿夫 (D.T.X)

新木基栄 (スマイル)

比留間秀典 (ストイックス)

小林明 (TeamZERO)

季山勤 (TeamZERO)

戸田国弘 (チームyukino)

鷲見善弘 (チームyukino)

須長正樹 (Trinker's)

近野大樹 (Trinker's)

隅田勇 (VICTORY)

佐々木久人 (VICTORY)

上野茂樹 (ストイックス)

瀧上欣延 (ストイックス)

栗原聡 (ダンロップ川口インドアテニス)

廉哲 (ダンロップ川口インドアテニス)

小林康男 (フォーシズンT3)

寺田秋良 (フォーシズンT3)

笹川典孝 (テニススタジオ川口)

友部源太 (テニススタジオ川口)

時本真吾 (ライズ)

熊倉英紀 (ライズ)

田中淳 (ドナルド・ダック)

村岡信 (ドナルド・ダック)

桑田正太郎 (ウインズ)

浜地健二郎 (ウインズ)

北原大輝 (NSKジュニアクラブ)

戸塚壮真 (NSKジュニアクラブ)

伊東孝幸 (スピード20)

岡崎克己 (スピード20)

吉田篤史 (イーグルサム)

小堀亮人 (イーグルサム)

小松茂 (D.T.X)

川添康宏 (D.T.X)

込尾淳 (Aster)

雨澤吉康 (Aster)

榊原宙 (NSKジュニアクラブ)

萱島大翔 (NSKジュニアクラブ)

蒔田誠 (Ｙ・Yテニスクラブ)

宮園貴志 (Ｙ・Yテニスクラブ)

斉藤冬人 (Trinker's)

江尻一成 (Trinker's)

齋藤宏 (チームyukino)

高林一志 (チームyukino)

大島浩行 (アプリコット)

大島卓也 (アプリコット)

南部洋平 (SAITEC テニス部)

新倉順 (SAITEC テニス部)

遠藤浩 (D.T.X)

佐藤光一 (D.T.X)

小池一城 (ライズ)

緒方昭広 (ライズ)
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第39回協会杯ダブルス大会
2019/05/06  青木町公園

男子45歳以上

No. 選手名 所属 １R Final

奥村知記 (TeamZERO)

長岡昌勝 (TeamZERO)

田熊和宏 (TEAM ONE DO)

西尾泰 (TEAM ONE DO)

山添一郎 (TEAM HIRO×HIRO)

関根弘 (TEAM HIRO×HIRO)

清水英也 (ウルトラM)

松浦　規久哉 (アバンタージュテニスクラブ)

当日棄権等により3ペア以下になった場合

リドローを行いリーグ戦で行います。
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第39回協会杯ダブルス大会
2019/05/06  青木町公園

男子55歳以上

No. 選手名 所属 １R Final

吉田真司 (クィーンズドームテニススクール)

高橋久和 (クィーンズドームテニススクール)

黒野秀和 (エムズ（M's))

折茂富雄 (エムズ（M's))

新田一雅 (ライズ)

大須賀健 (ライズ)

佐藤雅己 (ウルトラM)

上村重朗 (ウルトラM)

当日棄権等により3ペア以下になった場合

リドローを行いリーグ戦で行います。
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第39回協会杯ダブルス大会
2019/05/06  青木町公園

男子60歳以上

No. 選手名 所属 １R Final

渡邊天麿 (ウエストヒルズ)

青地宏一 (ウエストヒルズ)

高橋勝則 (ｆ2)

加藤正浩 (ｆ2)

久保田光一 (西公民館硬式テニスクラブ)

吉岡勝三 (西公民館硬式テニスクラブ)

北森一弘 (西川口テニスクラブ)

大木晴雄 (西川口テニスクラブ)

当日棄権等により3ペア以下になった場合

リドローを行いリーグ戦で行います。
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