
市民選手権大会兼第39回テニス協会ダブルス大会
2019/08/18  青木町公園

一般男子　Aブロック

№ シード 選手名 所属 1R 2R 3R QF SF

鈴木祥平 (佐藤牧場) Final

保土田優士 (佐藤牧場)

田中淳 (ドナルド・ダック)

村岡信 (ドナルド・ダック)

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)

市本基 (LT5)

小林憲貴 (LT5)

内川勇輝 (チャレンジャーズ)

剣大輔 (チャレンジャーズ)

芝原恵介 (？（HATENA)J.F)

芝原幹大 (？（HATENA)J.F)

加茂直人 (チームSalt)

藤田大智 (チームSalt)

松井則和 (スピード20)

森泉勇耶 (スピード20)

隅田勇 (VICTORY)

佐々木久人 (VICTORY)

小磯慎治 (TeamZERO)

後藤純 (フリー)

小杉健一 (ウルトラM)

山崎正晴 (ウルトラM)

伊藤豪 (Aster)

古山大地 (Aster)

鍋田修央 (TEAM ONE DO)

鍋田圭吾 (フリー)

齋藤宏 (チームyukino)

高林一志 (チームyukino)

岡田直人 (FRIDAY'S)

井樋大貴 (FRIDAY'S)

平林豊 (チャレンジャーズ)

田口正一郎 (フリー)

須長正樹 (Trinker's)

近野大樹 (Trinker's)

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)

井上宗昭 (ダンロップ川口インドアテニス)

石井和幸 (Aster)

平川太郎 (クィーンズドームテニススクール)

堀卓 (クィーンズドームテニススクール)

田口智之 (TEAM ONE DO)

田口大晃 (TEAM ONE DO)

加藤稔 (佐藤牧場)

國玉聡 (佐藤牧場)

林法良 (TEAM ONE DO)

木村理彦 (TEAM ONE DO)

小暮南央 (TeamZERO)

木村幸司 (TeamZERO)

時田努 (southfields.)

石岡孝三 (southfields.)

西澤知孝 (チャレンジャーズ)

鈴木慧史 (チャレンジャーズ)

萩原輝幸 (西公民館硬式テニスクラブ)

左右田勇志 (フリー)

宍倉正 (スピード20)

宍倉大輝 (スピード20)

鷲見善弘 (チームyukino)

矢島洋史 (チームyukino)
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市民選手権大会兼第39回テニス協会ダブルス大会
2019/08/18  青木町公園

一般男子　Bブロック

№ シード 選手名 所属 1R 2R 3R QF SF

青木勇気 (JTP)

佐々木雄治 (JTP)

東純一 (西公民館硬式テニスクラブ)

東寛久 (フリー)

田中繁明 (TEAM ONE DO)

白木敦夫 (TEAM ONE DO)

梶浩幸 (ウエストヒルズ)

ゴルバンザデアシカン (NSK)

斉藤冬人 (Trinker's)

江尻一成 (Trinker's)

佐藤喜紀 (ウルトラM)

小楠康紘 (ウルトラM)

塩野谷慎吾 (チームSalt)

小山聡 (フリー)

星野厚一郎 (ウインズ)

伊藤範明 (TEAM HIRO×HIRO)

都倉貴宏 (GSF)

高野幹裕 (GSF)

樋口和也 (Aster)

大竹秀央 (Aster)

大澤剛 (TEAM ONE DO)

岩室 悠 (アバンタージュテニスクラブ)

田村裕貴 (チャレンジャーズ)

油布勝也 (三田テニスクラブ)

渡辺祥平 (OMYTC)

小原智明 (OMYTC)

菅原康晴 (TeamZERO)

牧直矢 (TeamZERO)

中嶋成好 (JTP)

尾嶋崇史 (JTP)

白根章雅 (佐藤牧場)

金子智哉 (佐藤牧場)

吉原勲 (ウルトラM)

斎藤博 (ウルトラM)

西尾泰 (TEAM ONE DO)

田熊和宏 (TEAM ONE DO)

吉田武志 (チームyukino)

斉藤博志 (チームyukino)

松田司 (Aster)

雨澤吉康 (Aster)

野崎玄 (ダンロップ川口インドアテニス)

石井照之 (ダンロップ川口インドアテニス)

千代田範人 (R.S.K)

豊田優 (佐藤牧場)

石川淳 (ウインズ)

松下大輔 (ウインズ)

井坂佑 (木村☆農場)

山本伸明 (木村☆農場)

小林明 (TeamZERO)

季山勤 (TeamZERO)

真鍋将治 (クィーンズドームテニススクール)

十朱邦旭 (VOSS)

中村晋 (西川口テニスクラブ)

浅野基史 (西川口テニスクラブ)

榊󠄀原弘 (フリー)

池端信幸 (フリー)

佐々木優斗 (チャレンジャーズ)

白岩将也 (チャレンジャーズ)
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市民選手権大会兼第39回テニス協会ダブルス大会
2019/08/18  青木町公園

45歳以上男子

№ シード 選手名 所属 1R QF SF Final

関根弘 (TEAM HIRO×HIRO)

山添一郎 (TEAM HIRO×HIRO)

長岡昌勝 (TeamZERO)

奥村知記 (TeamZERO)

緒方昭広 (ライズ)

小池一城 (ライズ)

黒野秀和 (エムズ（M's))

足立勝 (ウエストヒルズ)

関口俊彦 (西公民館硬式テニスクラブ)

齊藤光司 (TEAM ONE DO)

名波一博 (スピード20)

宇野木隆之 (スピード20)

伊藤功 (エムズ（M's))

折茂富雄 (エムズ（M's))

熊倉英紀 (ライズ)

半藤裕一 (ライズ)

白石秀彦 (フリー)

足立浩俊 (フリー)

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)

佐野元昭 (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)

伊東孝幸 (スピード20)

新藤和久 (スピード20)
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市民選手権大会兼第39回テニス協会ダブルス大会
2019/08/18  青木町公園

60歳以上男子

岡隆次郎/正田聡
TeamZERO/フリー

北森一弘/大木晴雄
西川口テニスクラブ

吉岡勝三/久保田光一
西公民館硬式テニスクラ

ブ
勝敗 順位

岡隆次郎/正田聡
TeamZERO/フリー

北森一弘/大木晴雄
西川口テニスクラブ

吉岡勝三/久保田光一
西公民館硬式テニスクラ

ブ


