
ポイント ポイント

1 25

2 26

3 27

7 31

4 28

5 29

6 30

10 34

8 32

9 33

13 37

35

12 36

11

16 40

14 38

15 39

20 44

17 41

18 42

19 43

22 46

21 45

48

23 47

24



 石本 久保西
 ６４ ６２ 

 佐々木
 ６３

 石本 久保西
 ６０ ６２ 

 片岡 及川 
　W.O ７６(4) 

 石本 久保西
 ６３ ６０ 

 井上 生藤 
　W.O ６２ 

 齋藤 畠山 
 ６１ ７６(7) 

 齋藤 石本  ６３ 畠山 
　W.O ６２ 

 石本 久保西
 ７５ ６４ 

 岩崎 木村 
 ６０ W.O　

 岩崎 木村 
　W.O ６２ 

石川 
Not Played ６２ 

 反町 菅野 
 ６０ ６０ 

 水嶋 田中 
 ６１ W.O　

 反町 菅野 
 ６３ ６２ 

 反町 菅野 
 ６１ W.O　

ポイント ポイント

優 勝 石本 貴幸(上尾セントラル) 4000 準優勝 久保西 真人(上尾セントラル) 3000

３ 位 反町 圭介(一発屋) 2000 ３ 位 菅野 晃弘(一発屋) 2000

齋藤 涼太(ステッピー) 1000 畠山 秀和(一発屋) 1000

岩崎 大樹(一発屋) 1000 木村 雅晴(Club ACTAS) 1000

第88回 上尾市テニス大会 男子シングルスA(2018/10/14)
1 石本 貴幸(上尾セントラル) 久保西 真人(上尾セントラル) 25

2 佐々木 祥平(チーム165～195) bye 26

3 佐藤 周平(Club ACTAS) 山中 祐司(メリテニ) 27

7 牧島 隆(ＴＢＪ) 犬木 康夫(ＣＡＬＬ) 31

4 片岡 直樹(ＬＴＣ) 與澤 正則(一発屋) 28

5 bye bye 29

6 藤村 伸一(テニスランド上尾) 及川 大輔(Club ACTAS) 30

10 齋藤 涼太(ステッピー) 小川 敦史(テニスラウンジ上尾) 34

8 bye bye 32

9 井上 広太(メリテニ) 生藤 一也(タダノ) 33

13 村山 瑠惟(エフォーツ) 木村 雅晴(Club ACTAS) 37

35

12 柳澤 迎輝(一発屋) 畠山 秀和(一発屋) 36

11 bye bye

16 矢吹 地(上尾セントラル) 伊藤 毅(上尾セントラル) 40

14 bye bye 38

15 岩崎 大樹(一発屋) 三須 潤也(チーム165～195) 39

20 bye bye 44

17 bye bye 41

18 仲平 浩保(SEVEn-colorS) 石川 雅司(エフォーツ) 42

19 高橋 啓介(メリテニ) 田中 陽介(上尾セントラル) 43

22 鈴木 和義(上尾セントラル) 福屋 賢(ＡＴ) 46

21 水嶋 亮太(Club ACTAS) 嶋内 功(大阪屋) 45

48

23 bye bye 47

５ 位

24 反町 圭介(一発屋) 菅野 晃弘(一発屋)

５ 位



 赤井 本村 
 ６０ ６４ 

 山田 稲垣 
　W.O W.O　

 人見 本村 
 ６４ ６３ 

 坂本 神田 
 ６０ ６１ 

 人見 神田 
 ６４ ６２ 

 人見 高田 
 ６１ ６２ 

 仙元 本村 
 ６３ ６２ 

 若原 松島 
 ６３ ６４ 

 若原 小山 
 ６１ ６４ 

 坂本 小山 
　W.O W.O　

 仙元 村山 
 ６３ ６１ 

 高橋 吉留 
　W.O ６４ 

 仙元 村山 
 ６２ ６２ 

 仙元 柴田  ６２
　W.O

 田村 柴田 
 ６２ ６１ 

 浦田 目黒 
 ６２ W.O　

 神前 目黒 
　W.O ７５ 

 田村 佐藤学 
 ７５ ６２ 

 斉藤 石黒 
 ６０ ６４ 

 田村 佐藤学 
 ６３ ６０ 

 田村 佐藤学 
 ６３ ６０ 

 田村 柴田 
 ６４ ６２ 

 田野 前田 
 ６１ ６４ 

 田野 古市 
 ６１ ７６(6) 

 山崎 古市 
 ７６(3) W.O　

 野口 柴田 
 ７５ ６０ 

 野口 柴田 
 ７６(3) ６０ 

 野口 柴田 
 ６２ ６２ 

ポイント ポイント

優 勝 柴田 雅寛(Drop Shot) 150 準優勝 田村 英聖(ぶっきーず) 80

３ 位 本村 健治(ホップステップ) 50 ３ 位 仙元 繁和(UDトラックス) 50

佐藤 学(チームビター) 20 野口 周平(大阪屋) 20

村山 裕幸(エフォーツ) 20 人見 隆雄(スコラ・ワイン・テニス) 20
５ 位

32 山本 辰彦(UDトラックス) 竹村 慎治(Club ACTAS) 64

30 野口 周平(大阪屋) 柴田 雅寛(Drop Shot) 62

５ 位

29 森 徹也(Club ACTAS) 越雲 宏明(テニスランド上尾) 61
28 山崎 智(ＲＩＳＥ) 古市 法雄(ＲＩＳＥ) 60

31 bye bye 63

24 小栗 章弘(上尾セントラル) 佐藤 徹(ＭＴＣ) 56

27 奈良 努(テニスランド上尾) 安久沢 良一(アーバン) 59

25 石渡 英樹(ホップステップ) 前田 聡(UDトラックス) 57
26 田野 哲也(メリテニ) 中島 鉄夫(ぶっきーず) 58

22 斉藤 均(エフォーツ) 飯田 幹(上尾セントラル) 54
21 小川 真幸(フレンズTC) 石黒 剛(メリテニ) 53

23 田村 英聖(ぶっきーず) 佐藤 学(チームビター) 55

20 神前 昭(Club ACTAS) 岩倉 一秀(Club ACTAS) 52

50
19 村木 宏悦(テニスランド上尾) 目黒 正明(テニスランド上尾) 51

16 図斉 幸男(グッドラック) 村山 裕幸(エフォーツ) 48
17 浦田 友輝(チームゴエ) 沼里 健司(UDトラックス) 49
18 bye bye

14 高橋 健久(ＭＴＣ) 吉留 隆幸(Drop Shot) 46
13 國吉 正視(テニスランド上尾) 上條 正(チームゴエ) 45

15 仙元 繁和(UDトラックス) bye 47

9 若原 聡(上尾テニスクラブ) 松島 拓也(UDトラックス) 41
10 宍倉 正浩(ホップステップ) 横森 穣(テニスランド上尾)

12 坪井 一高(Club ACTAS) 小山 雅裕(Club ACTAS) 44

42
11 坂本 貢一(フレンズTC) 山田 幸信(メリテニ) 43

坂本 将史(Drop Shot) 神田 顕二(テニスランド上尾) 37

7 人見 隆雄(スコラ・ワイン・テニス) 宮澤 良(ぶっきーず) 39
8 柳沢 絋平(ぶっきーず) 高田 治之(Club ACTAS) 40

6 馬場 博之(UDトラックス) 小田井 史郎(フレンズTC) 38
5

第88回 上尾市テニス大会 男子シングルスB(2018/9/30)
1 赤井 昭二(上尾セントラル) 本村 健治(ホップステップ) 33
2 bye bye

4 荻島 良夫(Club ACTAS) 稲垣 伸吾(プリンスTC) 36

34
3 山田 和弘(テニスランド上尾) 新 修典(UDトラックス) 35



 八重田 進藤 
 谷村  ６２ W.O　 進藤 
 ６２ W.O　

 八重田 進藤 
 ６２ ６２ 

 宮沢 高橋 
 ６２ ６１ 

 林 今道 
 ４３RET ６１ 

 林 今道 
 ６２ ７６(7) 

 林 今道 
 ６２ ６２ 

 清水 高津戸 
 ７６(5) ６４ 

 林 塚本 
 ００RET ６１ 

 井原 鍋島 
 ６１ ６２ 

 井原 以後﨑 
 ６１ ７６(2) 

 塚本 以後﨑 
 ７５ ６４ 

 醍醐 塚本 
 ７６(4) ６０ 

 須賀 塚本 
 ６４ ６２ 

 醍醐 塚本 
 ６３ ６４ 

 醍醐 塚本  ７５ 森 
　W.O ６２ 

 松本 塚本 
 ６３ ５４RET 

 昆 吉本 
 ６０ ６１ 

 昆 吉本 
 ６２ ７６(3) 

 渡部 醍醐 
　W.O ６２ 

 昆 茅野 
 ６３ ００RET 

 長井 冨田 
　W.O ６３ 

 飛田 茅野 
 ７５ ６４ 

 飛田 茅野 
 ６２ ６３ 

 松本 茅野 
 ６３ ６２ 

 村井 山本 
 ６１ W.O　

 松本 山本 
 ６４ ６２ 

 松本 太田 
 ７６(5) ６３ 

 松本 松崎 
 ６３ ６４ 

 相沢 平野 
 ６３ W.O　

 相沢 松崎 
 ６３ ６１ 

 熊川 松崎 
 ６０ ６４ 

ポイント ポイント

優 勝 塚本 浩貴(ＬＴＣ) 7 準優勝 松本 侑李(moon t.c) 4

３ 位 茅野 紘平(上尾セントラル) 3 ３ 位 林 俊幸(ＭＴＣ) 3

今道 清盛(大石ＴＣ) 1 昆 祐浩(メリテニ) 1

松崎 敏志(tennis babo) 1 醍醐 一平(ステッピー) 1

32 草野 勝美(大石ＴＣ) 金納 雅之(ペリカンTC) 65
33 熊川 憲司(テニスサークル90) 松崎 敏志(tennis babo) 66

30 羽田 均(アモス) 平野 憲史(ＬＴＣ) 63
31 相沢 英二(ＬＴＣ) 遠藤 孝之(Club ACTAS) 64

小桐 誠(テニテニ) 田井 正樹(Drop Shot) 62

26 遠山 修司(ＭＴＣ) 山本 孝洋(エフォーツ) 59
27 村井 芳昭(Club ACTAS) 若月 啓宣(大石ＴＣ) 60
28 松本 侑李(moon t.c) 太田 渡(Fテニス) 61
29

24 飛田 康宏(大石ＴＣ) 荻野 嘉昭(Drop Shot) 57
25 丸 行弘(ラブオール) 茅野 紘平(上尾セントラル) 58

22 長井 孝司(Club ACTAS) 冨田 克実(ＪＵＴＣ) 55
23 太田 義彦(ＤＮＳ) 高橋 正人(Club ACTAS) 56

20 楠田 孝明(チームビター) 福田 和秀(moon t.c) 53
21 渡部 秀教(上尾テニスクラブ) 醍醐 博行(ステッピー) 54

18 下田 光治郎(Drop Shot) 吉本 一彦(テニスサークル90) 51
19 昆 祐浩(メリテニ) 船戸 信行(チームビター) 52

16 大野 高寛(Club ACTAS) 碓井 勝男(上尾テニスクラブ) 49
17 醍醐 一平(ステッピー) 森 邦博(ＭＴＣ) 50

14 高橋 友之(上尾マーベ会) 脇本 雄介(Drop Shot) 47
15 須賀 富士男(ＡＴ) 塚本 浩貴(ＬＴＣ) 48

土屋 史明(ステッピー) 40

12 塚本 勝秀(ＬＴＣ) 薄田 幸斉(大石ＴＣ) 45
13 鈴木 大介(Drop Shot) 以後崎 智(Club ACTAS) 46

10 関根 新市(プリンスTC) 鍋島 和郎(clover) 43
11 井原 美佐雄(大石ＴＣ) 江口 弘志(プリンスTC) 44

第88回 上尾市テニス大会 男子シングルスC(2018/10/6)
1 八重田 伸一(上尾56テニスクラブ) 尾形 政徳(Club ACTAS) 34

3 小栗 俊之(ＪＵＴＣ) 廣井 学(Drop Shot) 36
2 谷村 政二(チームゆう) 進藤 久(ＤＮＳ) 35

５ 位 ５ 位

4 内田 宗司(上尾テニスクラブ) 杉江 茂彦(チームビター) 37
5 宮沢 盛男(Drop Shot) 高橋 佑斗(大阪屋) 38

8 清水 洋司(スターズ) 高津戸 浩(テニスサークル90) 41
9 青木 稔(clover) 清水 孝紀(上尾マーベ会) 42

6 林 俊幸(ＭＴＣ) 今道 清盛(大石ＴＣ) 39
7 秋村 正人(Club ACTAS)



新井･石井 六本木･川崎

 ６１ ６０ 

石橋･小玉

 ６４

新井･石井 六本木･川崎

 ６０ ６２ 

藤田･冨永 江森･橋詰

 ７６(4) ６１ 

新井･石井 六本木･川崎

 ６３ ６４ 

平野･高橋 桑野･鷲林

 ６３ ６４ 

平野･高橋 酒井･市原

 ７６(2) ６２ 

山本･生藤 堀江･堤田  ６２ 酒井･市原

　W.O ６１ 

馬場･舘島 堀江･堤田

 ７５ ６２ 

畠山･伊沢 宮坂･松野

 ７６(4) ６４ 

畠山･伊沢 堀江･堤田

 ６１ ６２ 

宮川･油屋 堀江･堤田

 ６０ ６２ 

馬場･舘島 堀江･堤田

 ６２ ６２ 

染本･島本 平久･高橋

 ６４ ６４ 

馬場･舘島 鈴木･相澤

 ６２ ７５ 

馬場･舘島 鈴木･相澤

 ６１ ６４ 

ポイント ポイント

4000 3000

4000 3000

2000 2000

2000 2000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

優　勝
堀江 亜衣(上尾セントラル)
堤田 久美子(上尾セントラル)

馬場 美幸(アークス)
舘島 恵(アークス)

３　位
六本木 裕美(一発屋)
川崎 民江(大阪屋)

新井 恵美(上尾セントラル)
石井 亜紀子(一発屋)

５　位

鈴木 理恵(アークス)
相澤 直子(大阪屋)

畠山 由美子(Ｆテニス)
伊沢 由紀子(Ｆテニス)

酒井 恵美(ラブオール)
市原 茜(アークス)

平野 来未(アークス)
高橋 久榮(アークス)

準優勝

３　位

５　位

第88回 上尾市テニス大会 女子ダブルスA(2018/10/8)
1 新井 恵美(上尾セントラル)

石井 亜紀子(一発屋)
六本木 裕美(一発屋)
川崎 民江(大阪屋)

25

27

4 藤田 友紀(tennis babo)
冨永 恵未(tennis babo)

江森 幸子(ＪＵＴＣ)
橋詰 友美(テニスランド上尾)

28

2 友澤 久美子(メリテニ)
佐々木 由美(メリテニ)

bye 26

3 石橋 由江(ＣＡＬＬ)
小玉 光子(ＣＡＬＬ)

 西村 幸代(tennis babo)
倉橋 理佐子(テニテニ)

伊集院 國子(Ｆテニス)
土本 久美子(上尾セントラル)

30

7 平野 来未(アークス)
高橋 久榮(アークス)

荒垣 裕子(テニスランド上尾)
三木 真紀(エフォーツ)

31

5 bye bye 29

6 小松 道子(Club ACTAS)
仲田 真智子(Club ACTAS)

33

10 高部 しのぶ(ＡＴ)
山本 佳子(ＡＴ)

会沢 昌代(Club ACTAS)
田中 佐智子(Club ACTAS)

34

8 bye bye 32

9 沼倉 久江(テニスランド上尾)
吉岡 美保(テニスランド上尾)

桑野 愛子(一発屋)
鷲林 澄子(一発屋)

13 畠山 由美子(Ｆテニス)
伊沢 由紀子(Ｆテニス)

宮坂 直子(プリンスTC)
松野 祐子(プリンスTC)

37

35

12 山本 美奈子(大阪屋)
生藤 美穂子(タダノ)

酒井 恵美(ラブオール)
市原 茜(アークス)

36

11 bye bye

39

16 宮川 明子(一発屋)
油屋 希久子(一発屋)

堀江 亜衣(上尾セントラル)
堤田 久美子(上尾セントラル)

40

14 bye bye 38

15 河原 麗子(上尾セントラル)
正垣 広子(上尾セントラル)

猪島 洋子(ＡＴ)
柳川 由香里(ＡＴ)

18 大山 恵美子(アークス)
千喜良 美里(アークス)

飯村 純子(メリテニ)
佐々木 ゆかり(メリテニ)

42

19 田野 千穂(メリテニ)
井上 真美子(メリテニ)

17 bye bye 41

21 染本 澄代(上尾セントラル)
島本 千恵美(上尾セントラル)

平久 綾子(メリテニ)
高橋 紀代子(上尾セントラル)

45

47

手島 和歌子(一発屋)
須藤 優子(一発屋)

43

20 bye bye 44

24 馬場 美幸(アークス)
舘島 恵(アークス)

鈴木 理恵(アークス)
相澤 直子(大阪屋)

48

22 中村 まり(チェリー)
中山 玲子(チェリー)

吉田 愛(Club ACTAS)
飯田 香織(ＴＢＪ)

46

23 bye bye



山口･谷口 大畠･戸板

 ６１ ６３ 

山口･谷口 大畠･戸板

 ６４ ６２ 

山口･谷口 広谷･吉田

 ６２ ６０ 

萩原･福井 家守･黒須

　W.O ６４ 

高橋･谷田部 広谷･吉田

 ６２ ７６(5) 

高橋･谷田部 入江･入江  ６１ 広谷･吉田

 ６４ ６４ 

山口･谷口 入江･入江

 ６２ ６０ 

都築･那須 坂田･八木

 ６３ ６３ 

都築･那須 薄葉･佐々木

 ６４ ６２ 

戸崎･河野 薄葉･佐々木

 ６０ ６２ 

石川･小野 入江･入江

 ６１ ６３ 

若月･青木 篠崎･関口

 ６４ ６２ 

石川･小野 入江･入江

 ６３ ６３ 

石川･小野

 ６１

ポイント ポイント

150 80

150 80

50 50

50 50

20 20

20 20

20 20

20 20

高橋 洋子(大阪屋)
谷田部 美紀(大阪屋)

都築 正美(上尾セントラル)
那須 由美(上尾セントラル)

優　勝

３　位

５　位

入江 林美(テニスランド上尾)
入江 咲希(テニスランド上尾)

広谷 徳子(ＭＴＣ)
吉田 志美(テニテニ)

薄葉 嘉予子(ＲＩＳＥ)
佐々木 千秋(ＭＴＣ)

大畠 サヨ子(大阪屋)
戸板 かおり(大阪屋)

準優勝

３　位

５　位

山口 智子(テニテニ)
谷口 美絵子(テニテニ)

石川 安芸(エフォーツ)
小野 有希子(エフォーツ)

2 bye bye 18

第88回 上尾市テニス大会 女子ダブルスB(2018/10/8)
1 伊藤 紀子(ＭＴＣ)

志藤 万里(ＭＴＣ)
菅原 智子(上尾セントラル)

秋谷 裕美子(上尾セントラル)
17

3 岡田 早苗(上尾テニスクラブ)
新島 豊子(上尾テニスクラブ)

大畠 サヨ子(大阪屋)
戸板 かおり(大阪屋)

19

4 山口 智子(テニテニ)
谷口 美絵子(テニテニ)

森山 和子(clover)
中川 聖子(clover)

20

5 萩原 悦子(W-WING)
福井 明子(チェリー)

家守 知子(テニスランド上尾)
黒須 幸子(テニスランド上尾)

21

6 吉田 真己(上尾セントラル)
迫田 昌子(上尾セントラル)

宮本 由美子(Club ACTAS)
坂井 美代(チェリー)

22

7 辻 奈保美(チームビター)
源川 久美子(チームビター)

清水 友香(上尾マーベ会)
高橋 恭子(上尾マーベ会)

23

8 高橋 洋子(大阪屋)
谷田部 美紀(大阪屋)

広谷 徳子(ＭＴＣ)
吉田 志美(テニテニ)

24

9 阪田 富佐子(アーバン)
畑 登美子(アーバン)

坂田 英子(アーバン)
八木 芳子(アーバン)

25

10 都築 正美(上尾セントラル)
那須 由美(上尾セントラル)

茅野 千恵(上尾セントラル)
堀田 悦子(上尾セントラル)

26

11 小林 朱美(Club ACTAS)
羽渕 直美(Club ACTAS)

米沢 洋子(テニテニ)
鈴木 晶子(テニテニ)

27

12 戸崎 由美子(ＭＴＣ)
河野 昇子(大阪屋)

薄葉 嘉予子(ＲＩＳＥ)
佐々木 千秋(ＭＴＣ)

28

13 中里 篤子(上尾セントラル)
伊勢 京子(上尾セントラル)

平賀 初子(Club ACTAS)
福田 葉子(上尾セントラル)

29

14 若月 由美子(大石ＴＣ)
青木 広子(大石ＴＣ)

篠崎 佳恵(プリンスTC)
関口 房代(プリンスTC)

30

15 福原 和子(テニスランド上尾)
川口 真由美(テニスランド上尾)

bye 31

16 石川 安芸(エフォーツ)
小野 有希子(エフォーツ)

入江 林美(テニスランド上尾)
入江 咲希(テニスランド上尾)

32



加東･山本 岩倉･竹村

 ６１ ７６(4) 

武井･前田 岩倉･竹村

 ６２ ６１ 

蛭間･小野塚 大竹･横山

 ６４ ６３ 

坂本･宮崎 大竹･横山

 ６１ ７６(2) 

蛭間･小野塚 大竹･横山

 ６３ ６２ 

蛭間･小野塚 大室･正田  ６０

 ７６(6)

大室･正田 大竹･横山

 ６４ ６２ 

白石･前川

６２ 

池田･海老原 白石･前川

 ６２ ６３ 

池田･海老原 上床･渡辺

 ７５ W.O　

大室･正田 白石･前川

 ６３ ６３ 

井口･名越 荒井･田口

 ６２ ６３ 

大室･正田 荒井･田口

 ６４ ７５ 

ポイント ポイント

7 4

7 4

3 3

3 3

1 1

1 1

1 1

1 1

大竹 教子(ＣＡＬＬ)
横山 真智子(ＣＡＬＬ)

３　位
蛭間 千賀子(ＡＴ)
小野塚 千恵子(ＡＴ)

白石 純子(テニスラウンジ上尾)

前川 紘子(テニスラウンジ上尾)

５　位

池田 真紀(上尾セントラル)
海老原 小春(上尾セントラル)

岩倉 千恵(Club ACTAS)
竹村 尚美(Club ACTAS)

加東 知美(clover)
山本 裕子(clover)

荒井 尚子(Club ACTAS)
田口 名保子(Club ACTAS)

準優勝

３　位

５　位

優　勝
大室 清子(テニスランド上尾)
正田 尚子(テニスランド上尾)

2 18

1 17

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23

8 24

9 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31

16 32



新井･松延 菅野･岩崎

 ６２ ６２ 

柳澤･細沼 生藤･久保西

 ７５ ６２ 

新井･松延 菅野･岩崎

 ６１ ６４ 

井上･高橋

６４ 

福屋･佐藤 中橋･川上  ７６(3) 井上･高橋

 ６２ ６３ 

及川･松原 中橋･川上

 ６4 ６３ 

及川･松原 中橋･川上

 ６２ ６２ 

岡崎･齋藤

 ６３

及川･松原 中橋･川上

 ６３ ６３ 

稲垣･高松 矢吹･飯田

 ６０ ６４ 

谷川･宮坂 横田･畠山

 ６３ ６４ 

ポイント ポイント

4000 3000

4000 3000

2000 2000

2000 2000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

2 柳澤 迎輝(一発屋)
細沼 潤一(一発屋)

生藤 一也(タダノ)
久保西 真人(上尾セントラル)

14

第88回 上尾市テニス大会 男子ダブルスA(2018/10/6)
1 新井 伸吾(SEVEn-colorS)

松延 健一(SEVEn-colorS)
菅野 晃弘(一発屋)
岩崎 大樹(一発屋)

13

3 三須 潤也(チーム165～195)
金子 徹(テニスラウンジ上尾)

上條 正(チームゴエ)
浦田 友輝(チームゴエ)

15

4 福屋 賢(ＡＴ)
佐藤 周平(Club ACTAS)

井上 広太(メリテニ)
高橋 啓介(メリテニ)

16

5 bye
恩田 和之(ＴＢＪ)
大森 渉(ＴＢＪ)

17

6 樋口 経太(ＹＣＴ)
田中 幸和(ＹＣＴ)

長竹 保和(SEVEn-colorS)
小平 貴章(SEVEn-colorS)

18

7 及川 大輔(Club ACTAS)
松原 壮一(Club ACTAS)

中橋 直隆(Club ACTAS)
川上 淳(Club ACTAS)

19

8 久保 忠(一発屋)
谷 英樹(一発屋)

bye 20

9 岡崎 健策(ステッピー)
齋藤 均(エフォーツ)

村山 裕幸(エフォーツ)
村山 瑠惟(エフォーツ)

21

10 伊藤 純(上尾セントラル)
中村 光孝(上尾セントラル)

仲平 浩保(SEVEn-colorS)
仲平 楓太(SEVEn-colorS)

22

11 稲垣 直広(ＣＡＬＬ)
高松 大輔(ＣＡＬＬ)

矢吹 地(上尾セントラル)
飯田 幹(上尾セントラル)

23

12 谷川 睦(一発屋)
宮坂 広毅(プリンスTC)

横田 智(一発屋)
畠山 秀和(一発屋)

24

優　勝 準優勝

３　位 ３　位

５　位 ５　位

横田 智(一発屋)
畠山 秀和(一発屋)

井上 広太(メリテニ)
高橋 啓介(メリテニ)

谷川 睦(一発屋)
宮坂 広毅(プリンスTC)

福屋 賢(ＡＴ)
佐藤 周平(Club ACTAS)

中橋 直隆(Club ACTAS)
川上 淳(Club ACTAS)

及川 大輔(Club ACTAS)
松原 壮一(Club ACTAS)

菅野 晃弘(一発屋)
岩崎 大樹(一発屋)

新井 伸吾(SEVEn-colorS)
松延 健一(SEVEn-colorS)



船戸･小林 佐藤･久野

 ６３ ６４ 

船戸･小林 播本･鈴木

 ６２ ６０ 

船戸･小林 佐藤･久野

 ６３ ７６(0) 

平田･長竹 神前･以後﨑

 ７５ ７５ 

須永･松崎 今村･飯田

 ６１ ６３ 

須永･松崎 神田･大久保

 ６１ ６３ 

須永･松崎 今村･飯田

 ６４ ６３ 

藤井･松林 高橋･野口  ６２ 今村･飯田

 ６１ ６３ 

須永･松崎 高橋･野口

 ６３ ６２ 

吉田･倉持 尾形･荻島

 ７５ ６３ 

小山･以後﨑 尾形･荻島

 ６５RET ６２ 

小山･以後﨑 人見･草野

 ６３ W.O　

森下･後藤 高橋･野口

 ６４ ６４ 

森下･後藤 石黒･中山

 ６０ ６２ 

森下･後藤 高橋･野口

 ６１ ６４ 

米沢･下川 鈴木･安藤

 ６０ ６４ 

米沢･下川 高橋･野口

　W.O ６２ 

ポイント ポイント

150 80

150 80

50 50

50 50

20 20

20 20

20 20

20 20

第88回 上尾市テニス大会 男子ダブルスB(2018/10/13)
1 森 達也(Club ACTAS)

佐竹 秀夫(Club ACTAS)
佐藤 智泰(エフォーツ)

久野 忠一(グッドラック)
25

4 太田 渡(Ｆテニス)
川浦 高(Ｆテニス)

奥富 洋一(ＣＡＬＬ)
渡邉 大輔(ＣＡＬＬ)

28

3 船戸 信行(チームビター)
小林 栄二(チームビター)

小林 真人(大石ＴＣ)
石井 秀二(アーバン)

27

2 高畠 博幸(グッドラック)
天野 勝一(グッドラック)

播本 裕司(上尾セントラル)
鈴木 和義(上尾セントラル)

26

7 須永 進(上尾セントラル)
松橋 努(上尾セントラル)

八重田 伸一(上尾56テニスクラブ)
内野 靖之(Ｆテニス)

31

6 平田 慎一(SEVEn-colorS)
長竹 理壱(SEVEn-colorS)

神前 昭(Club ACTAS)
以後崎 紘己(Club ACTAS)

30

5 bye bye 29

10 須賀 栄一(上尾56テニスクラブ)
細谷 修次(上尾56テニスクラブ)

岩倉 一秀(Club ACTAS)
竹村 慎治(Club ACTAS)

34

9 鈴木 聡(Club ACTAS)
斉藤 哲夫(Club ACTAS)

神田 顕二(テニスランド上尾)
大久保 明宏(テニスランド上尾)

33

8 bye bye 32

14 bye bye 38

13 吉田 寿一(エフォーツ)
倉持 保(エフォーツ)

尾形 政徳(Club ACTAS)
荻島 良夫(Club ACTAS)

37

35

12 藤井 俊輔(ＴＢＪ)
松林 裕樹(ＴＢＪ)

今村 匡克(ＴＢＪ)
飯田 英二(ＴＢＪ)

36

11 bye bye

17 bye bye 41

16 冨田 克実(ＪＵＴＣ)
柴崎 保広(ＪＵＴＣ)

人見 隆雄(スコラ･ワイン･テニス)
草野 勝美(大石ＴＣ)

40

15 飛田 康宏(大石ＴＣ)
小林 隆(大石ＴＣ)

菅野 克之(チームビター)
新井 久夫(チームビター)

39

21 宮崎 渉(ＬＴＣ)
前澤 秀幸(ＬＴＣ)

都築 禎雄(上尾セントラル)
齋藤 功(上尾セントラル)

45

18 小山 雅裕(Club ACTAS)
以後崎 智(Club ACTAS)

平野 武(プリンスTC)
衣川 健司(プリンスTC)

42

19 森下 晃一(上尾セントラル)
後藤 恭平(上尾セントラル)

石黒 剛(メリテニ)
山中 祐司(メリテニ)

43

20 bye bye 44

48

23 米沢 孝治(テニテニ)
下川 純司(テニテニ)

鈴木 健一(Drop Shot)
安藤 淳(Drop Shot)

47

22 山口 洋司(上尾テニスクラブ)
久保田 治(上尾テニスクラブ)

小栗 俊之(ＪＵＴＣ)
馬場 英治(ＪＵＴＣ)

46

優　勝 準優勝

３　位 ３　位

５　位 ５　位

24 秋村 正人(Club ACTAS)
村木 宏悦(テニスランド上尾)

高橋 靖之(大阪屋)
野口 周平(大阪屋)

高橋 靖之(大阪屋)
野口 周平(大阪屋)

須永 進(上尾セントラル)
松橋 努(上尾セントラル)

今村 匡克(ＴＢＪ)
飯田 英二(ＴＢＪ)

森下 晃一(上尾セントラル)
後藤 恭平(上尾セントラル)

尾形 政徳(Club ACTAS)
荻島 良夫(Club ACTAS)

船戸 信行(チームビター)
小林 栄二(チームビター)

佐藤 智泰(エフォーツ)
久野 忠一(グッドラック)

小山 雅裕(Club ACTAS)
以後崎 智(Club ACTAS)



鈴木･岡本 高橋･清水

　W.O ６４ 

鈴木･岡本 高橋･清水

 ６２ ７６(4) 

鈴木･岡本 高橋･清水

 ６２ ６４ 

佐藤･鈴木 荻野･田井

 ６１ ７６(2) 

鈴木･岡本 田中･大石

 ６３ ６２ 

大槻･森 田中･大石

 ６４ ６１ 

大槻･森 田中･大石

 ６０ ６４ 

大槻･森 田中･大石

 ６４ ６４ 

進藤･戸谷 中村･奥

 ７６(10) W.O　

進藤･戸谷 田中･大石  ６２ 塚本･本宮

　W.O ６４ 

佐藤･土渕 田中･大石

 ６２ ６４ 

犬竹･若月 川合･熊川

 ６３ ６４ 

犬竹･若月 川合･熊川

 ６４ ６０ 

佐藤･土渕 山﨑･庄子

 ６３ ６２ 

田村･奈良 元吉･杉江

 ６０ ６３ 

佐藤･土渕 山﨑･庄子

 ６３ ７６(5) 

佐藤･土渕 山﨑･庄子

 ６２ ７６(3) 

高津戸･吉本

 ６０ Not Played

小桐･鈴木 平野･前田

 ６２ W.O　

小桐･鈴木 平野･前田

 ６３ ６１ 

小桐･鈴木 平野･前田

 ７６(1) ６２ 

ポイント ポイント

7 4

7 4

3 3

3 3

1 1

1 1

1 1

1 1

第88回 上尾市テニス大会 男子ダブルスC(2018/10/13)
1 丸林 功志(moon t.c)

福田 和秀(moon t.c)
渡部 茂和(大石ＴＣ)
今道 清盛(大石ＴＣ)

25

2 鈴木 大介(Drop Shot)
岡本 功輝(Drop Shot)

大吉 哲郎(アーバン)
安久沢 良一(アーバン)

26

3 本郷 泰淳(テニスランド上尾)
畑佐 謙太(テニスランド上尾)

高橋 友之(上尾マーベ会)
清水 孝紀(上尾マーベ会)

27

4 佐藤 益三(大石ＴＣ)
鈴木 通伸(大石ＴＣ)

関根 直人(ホップステップ)
池田 友和(ホップステップ)

28

5 bye bye 29

6 上床 英尊(スターズ)
渡辺 政勝(スターズ)

荻野 嘉昭(Drop Shot)
田井 正樹(Drop Shot)

30

7 船戸 重幸(プリンスTC)
江口 弘志(プリンスTC)

宮田 繁富(ＡＴ)
小柴 一則(ＡＴ)

31

8 毛受 利彰(ＬＴＣ)
岸 正臣(ＬＴＣ)

田中 陽介(上尾セントラル)
大石 辰夫(上尾セントラル)

32

9 大槻 功士(ＭＴＣ)
森 邦博(ＭＴＣ)

斎藤 稔(Club ACTAS)
長井 孝司(Club ACTAS)

33

10 井上 誠(上尾セントラル)
町谷 年昭(上尾セントラル)

中村 正明(スターズ)
奥 隆裕(スターズ)

34

13 西村 寿雄(上尾セントラル)
田中 健(上尾セントラル)

武田 和昭(上尾56テニスクラブ)
松崎 弥寿雄(上尾56テニスクラブ)

37

35

12 高橋 正人(Club ACTAS)
大野 高寛(Club ACTAS)

塚本 勝秀(ＬＴＣ)
本宮 晴哉(ＬＴＣ)

36

11 進藤 淳(上尾マーベ会)
戸谷 淳一郎(上尾マーベ会)

羽田 均(アモス)
川田 徹(テニスランド上尾)

39

16 林 正義(moon t.c)
中野 晴彦(moon t.c)

須永 博(大石ＴＣ)
井上 正行(大石ＴＣ)

40

14 金納 雅之(ペリカンTC)
高橋 樹由(ペリカンTC)

川合 浩(テニスサークル90)
熊川 憲司(テニスサークル90)

38

15 犬竹 裕二(大石ＴＣ)
若月 啓宣(大石ＴＣ)

遠山 修司(ＭＴＣ)
志藤 博克(ＭＴＣ)

18 佐藤 久夫(スターズ)
土渕 智正(スターズ)

山崎 博(上尾マーベ会)
庄子 良則(上尾マーベ会)

42

19 福田 哲夫(ＭＴＣ)
大橋 俊文(ＭＴＣ)

17 田村 康明(テニスランド上尾)
奈良 努(テニスランド上尾)

元吉 紳一(上尾セントラル)
杉江 聡文(上尾セントラル)

41

21 高津戸 浩(テニスサークル90)
吉本 一彦(テニスサークル90)

遠藤 孝之(Club ACTAS)
渡辺 厚(Club ACTAS)

45

清水 洋司(スターズ)
鈴木 守夫(スターズ)

43

20 bye bye 44

46

23 遠藤 光永(Club ACTAS)
森田 修一(Club ACTAS)

村本 信二(moon t.c)
中島 裕康(moon t.c)

47

24 下屋敷 真佐夫(ＭＴＣ)
山崎 智(ＲＩＳＥ)

西谷 孝(ＲＩＳＥ)
坂井 克浩(チェリー)

48

優　勝 準優勝

３　位 ３　位

５　位 ５　位

22 小桐 誠(テニテニ)
鈴木 壮右(テニテニ)

平野 憲史(ＬＴＣ)
前田 有仁朗(ＬＴＣ)

田中 陽介(上尾セントラル)
大石 辰夫(上尾セントラル)

山崎 博(上尾マーベ会)
庄子 良則(上尾マーベ会)

高橋 友之(上尾マーベ会)
清水 孝紀(上尾マーベ会)

平野 憲史(ＬＴＣ)
前田 有仁朗(ＬＴＣ)

佐藤 久夫(スターズ)
土渕 智正(スターズ)

鈴木 大介(Drop Shot)
岡本 功輝(Drop Shot)

小桐 誠(テニテニ)
鈴木 壮右(テニテニ)

大槻 功士(ＭＴＣ)
森 邦博(ＭＴＣ)


