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平成30年度 春日部市テニス協会 年末ダブルス大会 庄和会場 試合結果
（個人エントリーによる団体戦）

メンバーリスト

1 田川　秀美 ブルーベリー 堀内　留利子 NBC 1 山本　雄史 パワフルズ 中村　寿子 パワフルズ

2 小谷中　敏男 NBC 宇野　純子 テニスハウスfun 2 新藤　規雄 NBC 湯田　弘美 レッズウェーブ

3 橋本　真吾　 武里TC 石倉　雅子 レッズウェーブ 3 永吉　申作 中野ウィンズ 田中　優子 レッズウェーブ

4 坂平　祐樹 レッズウｴーブ 佐藤　ゆかり レッズウェーブ 4 渡部　直厳 レッズウｴーブ 市川　千津子 サタデー

5 森　　勇二 レッズウｴーブ 仲田　政雄 パワフルズ 5 阿部　喜和 サタデー 米丸　理子 サタデー

　 　

1 玉谷　明男 NBC 矢野　純子 NBC 1 山野井　浩志 ダブルフォルト 鈴木　登美子 パワフルズ

2 関根　幸夫 ペガサス 喜多　初代 テニスハウスfun 2 米澤　圭祐 中野ウインズ 中川　美奈 レッズウェーブ

3 丸川　洋二 レッズウｴーブ 佐藤　友美 レッズウェーブ 3 染谷　和弘 パワフルズ 谷口　民子 レッズウェーブ

4 森本　明伸 中野ウィンズ 和田　由子 レッズウェーブ 4 高橋　謙造 レッズウｴーブ 須貝　裕美 サタデー

5 豊田　裕光 ルネサンス 中川　　寛 サタデー 5 鈴木　和則 NBC 小坂　早苗 中野ウインズ

　 　 　

1 林　　優利 NBC 笠原　やす江 NBC 1 上原　　浩 サタデー 大橋　悦子 レッズウェーブ

2 高橋　正仁 パワフルズ 倉橋　玲子 レッズウェーブ 2 根田　恵一 パワフルズ 後庵　恭子 レッズウェーブ

3 鈴木　宣久 中野ウィンズ 安部　美登利 レッズウェーブ 3 小松　尚次 From4 柴本　真奈美 レッズウェーブ

4 高鳥　信一 レッズウｴーブ 谷川　久美子 レッズウェーブ 4 遠藤　幸成 ラケットでトコロテン 高岡　久美子 テニスハウスfun

5 小林　茂樹 レッズウｴーブ 富永　　芳枝 サタデー 5 相楽　　毅 レッズウｴーブ 平　　恵子 サタデー

1 島村　　誠 NBC 濱野　江利子 From4 1 米地　　篤 武里TC 林　　良子 レッズウェーブ

2 生井　弘義 パワフルズ 佐藤　浩子 レッズウェーブ 2 畠添　隆幸 春日部硬式 三枝　由起枝 レッズウェーブ

3 中野　智重 中野ウィンズ 笠原　みさ子 レッズウェーブ 3 木村　昭憲 FFTC 川和　昌美 FFTC

4 北村　　博 レッズウｴーブ 嶋村　洋子 ダブルフォルト 4 松井　浩章 レッズウｴーブ 土屋　瑞江 サタデー

5 杉本　一夫 ダブルフォルト 吉田　みさ子 サタデー 5 米丸　一樹 サタデー 板垣　かおり　 中野ウインズ
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春日部市テニス協会 年末ダブルス大会（庄和会場）

第一試合（Ａコート） 第一試合（Ｂコート） 第一試合（Ｃコート） 第一試合（Ｄコート）

順 Ａチーム 対 Ｅチーム 順 Ｂチーム 対 Ｆチーム 順 Ｃチーム 対 Ｇチーム 順 Ｄチーム 対 Ｈチーム

田川　秀美 山本　雄史 豊田　裕光 山野井　浩志 林　　優利 上原　　浩 島村　　誠 米地　　篤

堀内　留利子 中村　寿子 佐藤　友美 鈴木　登美子 笠原　やす江 大橋　悦子 濱野　江利子 林　　良子

小谷中　敏男 新藤　規雄 森本　明伸 米澤　圭祐 高橋　正仁 根田　恵一 生井　弘義 畠添　隆幸

宇野　純子  湯田 　弘美　 中川　　寛 中川　美奈 倉橋　玲子 後庵　恭子 佐藤　浩子 三枝　由起枝

橋本　真吾 永吉　申作 関根　幸夫 染谷　和弘 鈴木　宣久 小松　尚次 中野　智重 木村　昭憲

石倉　雅子 田中　優子 和田　由子 谷口　民子 安部　美登利 柴本　真奈美 笹原　みさ子 川和　昌美

坂平　祐樹 渡部　直厳 丸川　洋二 高橋　謙造 高鳥　信一 遠藤　幸成 北村　　博 松井　浩章

佐藤　ゆかり 市川　千津子 矢野　純子 須貝　裕美 谷川　久美子 高岡　久美子 嶋村　洋子 土屋　瑞江

森　　勇二 阿部　喜和 玉谷　明男 鈴木　和則 小林　茂樹 相楽　　毅 杉本　一夫 米丸　　一樹

仲田 　政雄 米丸　理子 喜多　初代 小坂　早苗 富永　芳枝 平　　恵子 吉田　みさ子 板垣　かおり

１８－１７ １５－２０ ８－２７ １２－２３

第二試合（Ａコート） 第二試合（Ｂコート） 第二試合（Ｃコート） 第二試合（Ｄコート）

順 Ｂチーム 対 Ｅチーム 順 Ａチーム 対 Ｆチーム 順 Ｇチーム 対 Ｈチーム 順 Ｄチーム 対 Ｃチーム

関根　幸夫 山本　雄史 小谷中　敏男 米澤　圭祐 小松　尚次 松井　浩章 島村　　誠 高鳥　信一

矢野　純子 米丸　理子 堀内　留利子 小坂　早苗 高岡　久美子 川和　昌美 佐藤　浩子 笠原　やす江

豊田　裕光 新藤　規雄 橋本　真吾 鈴木　和則 根田　恵一 木村　昭憲 生井　弘義 小林　茂樹

中川　　寛 中村　寿子 宇野　純子 鈴木　登美子 平　　恵子 三枝　由起枝 笹原　みさ子 倉橋　玲子

丸川　洋二 永吉　申作 坂平　祐樹 山野井　浩志 上原　　浩 米丸　　一樹 中野　智重 林　　優利

佐藤　友美  湯田 　弘美　 石倉　雅子 谷口　民子 柴本　真奈美 林　　良子 嶋村　洋子 安部　美登利

森本　明伸 渡部　直厳 小谷中　敏男 染谷　和弘 相楽　　毅 畠添　隆幸 北村　　博 高橋　正仁

喜多　初代 田中　優子 佐藤　ゆかり 須貝　裕美 大橋　悦子 土屋　瑞江 吉田　みさ子 谷川　久美子

玉谷　明男 阿部　喜和 田川　秀美 高橋　謙造 　遠藤　幸成　 米地　　篤 杉本　一夫 鈴木　宣久

和田　由子 市川　千津子 仲田　 　政雄 中川　美奈 後庵　恭子 板垣　かおり 濱野　江利子 富永　芳枝

１９－１６ １８－１７ ２０－１５ １８－１７

第三試合（Ａコート） 第三試合（Ｂコート） 第三試合（Ｃコート） 第三試合（Ｄコート）

順 Ｃチーム 対 Ｅチーム 順 Ｆチーム 対 Ｈチーム 順 Ｇチーム 対 Ａチーム 順 Ｄチーム 対 Ｂチーム

林　　優利 山本　雄史 高橋　謙造 畠添　隆幸 根田　恵一 橋本　真吾 島村　　誠 豊田　裕光

宇野　純子 市川　千津子 小坂　早苗 川和　昌美 高岡　久美子 堀内　留利子 笹原　みさ子 矢野　純子

鈴木　宣久 新藤　規雄 米澤　圭祐 米丸　　一樹 上原　　浩 坂平　祐樹 生井　弘義 丸川　洋二

安部　美登利 米丸　理子 鈴木　登美子 三枝　由起枝 後庵　恭子 宇野　純子 嶋村　洋子 中川　　寛

高橋　正仁 渡部　直厳 鈴木　和則 松井　浩章 相楽　　毅 田川　秀美 中野　智重 森本　明伸

富永　芳枝  湯田 　弘美　 谷口　民子 林　　良子 柴本　真奈美 石倉　雅子 吉田　みさ子 和田　由子

高鳥　信一 阿部　喜和 山野井　浩志 米地　　篤 小松　尚次 橋本　真吾 北村　　博 関根　幸夫

倉橋　玲子 田中　優子 須貝　裕美 土屋　瑞江 平　　恵子 佐藤　ゆかり 濱野　江利子 喜多　初代

小林　茂樹 永吉　申作 染谷　和弘 木村　昭憲 遠藤　幸成 小谷中　敏男 杉本　一夫 玉谷　明男

笠原　やす江 中村　寿子 中川　美奈 板垣　かおり 大橋　悦子 仲田　 　政雄 佐藤　浩子 佐藤　友美

１７－１８ １７－１８ ２３－１２ ２１－１４
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