選手権・BCクラス優秀選手決定戦
さいたま市民選手権・BCクラス
優秀選手決定戦︵1月30日〜2月13

日・天沼公園テニスコートほか︶
A選手権∀
◇男子シングルス
▽一般 ①田口︵アップルTC︶
②山本︵YKTC︶③広瀬︵グラスワ
ンダー︶④相馬︵TIC︶

▽同50以上ぬ村上︵匠︶②秋山

▽ベテラン45以上 ①土屋︵テニ
スライン︶②野崎︵MANBOW︶③
大林︵与野TC︶⑧白川︵ルネサタ︶

︵TIC︶⑧大田︵Team神︶④

大橋︵アップルで・C︶

▽同60以上 ①川原︵にこにこT

▽岡55以上 ①塩沢︵テニスライ
ン︶②浦田︵同︶③渡辺︵ルネサン
ス浦和︶④石川︵浦和クラブ︶

C︶⑧高田︵FA︶③琴野︵同︶④

◇女子シングルス′

森作︵グランドシティ︶
▽同65以上 ①加藤︵大官グリー
ンTC︶②下井︵エンジェル︶③三友
︵インスピリッツ︶④古市︵TP宮原︶
▽同70以上 ①大西︵マイティ︶
②中村︵S−MTC︶③山本︵浦和
サンデーTC︶︑田村︵FA︶

▽一般 ①古橋︵ラクット︶②深
井︵ラリスマ︶③松本︵Team神︶

④神︵同︶
▽ベテラン45以上 ①植松︵ジョ

イナス︶②石川︵同︶③池田︵アッ
プルT・C︶
▽同50以上 ①佐藤︵フォティッ
クヒル︶②玉木︵パインヒルズ︶③
阿部︵KENKENTC︶④三瓶︵ハ
ルノテニス︶
▽同55以上 ①中野︵AQUAB
ELLE︶②塩川︵トラッキー︶③
岩田︵ライジングスター︶
◇男子ダブルス

▽一般 ①小杉・小柳︵ルネサン
ス浦和・小松屋︶②山本

︵浦和シーガル・DEF︶②清水・
大林︵与野TC︶③五十嵐・福井︵ヴ
︵浦和南TC︶

ィクトリア・ONC︶④高須二尚橋

と︶④庄村・登板︵フレンドリーTC︶

▽同50以上 ①十河・島村︵TP
告原︶②矢代・赤井︵GTR︶③山
本・青木︵ONC・ふれーむしょっ

︵グランドシティ︶④石山・佐藤︵キ

▽同55以上 ①浦田・塩沢︵テニ
スライン︶②石川・中野︵浦和クラ
ブ・アップルT・C︶⑨大森・鈴木
ャロット︶

ティックヒル︶

▽同60以上 ①小林・水口︵ウエ
ストヒル︶②琴野・高橋︵FA・与
野TC︶③白井・梅本︵にこにこで
C・東大宮TC︶④岸・松平︵フォ

▽同65以上 ①高瀬・後藤︵マス
ターズ・浦和クラブ︶②大木・里村
︵浦和パークTC︶③小川・松田︵テ
ニスハレ大宮︶④岩岡・宮川︵座和
・S−MTC︶

▽同70以上 ①岸川・関根︵OK
TC︶②中村・前川︵SIMTC・
浦和クラブ︶③山本・信国︵浦和サ
ンデーTC・与野TC︶④工藤・篠
崎︵与野TC︶
◇女子ダブルス
▽一般 ①河甲三枝︵BSTH浦

︵GYUUN☆TB︶
◇女子ダブルス
▽Bクラス ①西村三村︵アイビ
ー︶②井盛畠田︵RLTS︶
▽Cクラス ①竹内・原田︵RS
C︶②品川∴新井︵シュシュ・ルネサン
ス浦和︶③大橋・石田︵セゾンTC︶︑
板垣・原田︵インスピリッツ︶・︑

ファイブ︶②原・足立︵そーそー︶
③原口・広田︵膏商店︶︑山岡・星

▽Cクラス ■①内浦・野川︵サン

山田・片山︵ONC︶

◇男子ダブルス
▽Bクラス ①秋山・松林︵アコ
ール︶②山田・村田︵UNIDAF
O︶③土屋・細矢︵クラブルネット︶︑

②原田︵インスピリッツ︶③冷水
︵同︶︑島崎︵アップルT・C︶

▽Cクラス ①天野︵庭球革命︶
②山崎︵TBl︶③関口︵ENDL
ESS︶︑神木︵ジョイナス︶
◇女子シングルス
▽Bクラス ①加藤︵ラリスマ︶
②樋田︵YNTC︶
▽Cクラス ①和田︵マイティ︶

ABCクラス決定戦∀
◇男子シングルス
▽Bクラス ①疋田︵D．T☆L
ine︶②門倉︵T・弁慶︶⑧木村︵イ
ンスピリッツ︶︑遠藤︵ウエストヒル︶

イティ・与野TC︶

③苗阪・高橋︵同︶④野田・森井︵マ

▽同60以上 ①内田・佐藤︵ナイ
スボレー︶②栗田・島村︵マイティ︶

ッ
キ
ー
︶

久野︵RLTS・グッドラック︶
▽同55以上 ①名塚・塩川︵トラ

③永琴・本宮︵RLTS︶④下寓・

ンドリーTC・ジョイナス︶②苗場
・福田︵愛球127・WINDS︶

TS︶③長島・阿部︵KENKEN
TC︶④植竹・植松︵プアフル︶
▽同50以上 ①寺西・相吉︵フレ

井・今岡︵W・Bagle︶④宮川・中
村
︵
同
︶
▽ベテラン45以上 ①山本・渡部
︵浦和シーガル∴ンユーサン︶⑧沼
倉・江口︵フレンドリーTC・RiL

︵D．T☆L・1neエフクット︶⑧石

和・アップルで・C︶②江口・古橋

新橋Y

④士．へ

井・桧延︵W・Bagle︶
▽ベテラン45以上 ①水谷・鈴木

︵プアフル・ノア

KTC・KSL浦和︶⑨山田

宇
野

武
蔵
浦
和
）

平成28年3月9日付
読売新聞

団体戦＆ミックスダブルス
さいたま市民大会︵ほ年10月31日

スコートほか︶

〜12月5日・荒川総合運動公園テニ

▽ベテラン50以上 ①与野TC②

田︵RLTS︶③飯田・本田︵TB

IME︶

l︶︑佐藤・源川︵グランドスラム︶
▽3部︵Cクラス︶ ①児玉・福
井︵LOTTE︶②森川・棄︵RL
TS︶③大木・細井︵ワーデック・
CRAQUE︶︑藤平・大越︵PR

・KENKENTC︶③山本範・山

▽4部︵ベテラン︶ ①今橋・大
久保︵浦和パークTC・ナイスボレ
ー︶②木月・遠藤︵AAO・T・T

OSTC

▽同60以上 ①FA②黄昏Ⅱ

▽A ①だぶるベーぐる・とまと
っクB

②なえばっクA③ラリスマ︑なえば
▽B ①スペクター②Milky
▽C ①チームShinyシャイ

Way

ニー②ATC③くろちゃんず︑マロ
▽ベテラン50以上 ①マイティ

ン

◇ミックスダブルス

▽1部︵Aクラス︶ ①山田・常
T☆Line︶③田口正・田口史︵ア

磐︵プアフル︶②堀真・堀幸︵D．
ップルT・C︶︑千代田・六本木︵な
えばック︶
▽2部︵Bクラス︶ ①白石・佐
藤︵フレンドリーTC︶②寺谷・苗

和クラブ・グリーンパーク︶②高橋
・内田︵与野TC・ナイスボレー︶

▽5部︵同︶ ①石井・瓶井︵浦

イジャー・TWinkle︶

太え︵ONC︶︑加藤俊・加藤菖︵ボ

◇団体女子

店③LOTTE︑WLT

▽C ①KぶL浦和P②管商店本

TCアダルト︑TBJ

▽B ①ファイン②ラスカル③E

rチルドレン

テレツ大百科③なえばっクA︑Al

・◇団体男子
▽A ①与野テニスクラブA②キ

平成28年1月20日付
読売新聞

平成27年11月25日付
読売新聞

Y︶︑大田︵Team神︶▽55歳以
上 ①田中︵フロックス︶②新名︵同︶

②石川︵浦和クラブ︶③冨岡︵TM
④東田︵アイビー︶⑥原田︵ASO

ルT・C︶③大根田︵浦和ホワイト︶
b・1daS︶▽同2位①和田︵マイ

③大室︵TP菖厨︶︑坂本︵浦和ホ
ティ︶②高岩︵STl︶③福田︵チーム
エガリテ︶④柴田︵ENDLESS︶
⑥久保田︵RSC︶

ワイト︶▽60歳以上 ①琴野︵FA︶

②高田︵同︶③岸︵フォティックヒ
ル︶︑蓮見︵インスピリッツ︶▽65
歳以上 ①加藤︵大宮グリーンTC︶

②小川︵テニスハレ大宮︶③古市︵T
P宮原︶︑清水︵F．あいねっと︶
▽70歳以上 ①田村︵FA︶②山本
︵浦和サンデーTC︶
◇男子B▽ブロック1位 ①飯田

③城戸︵川サタ︶④蒔田︵0rALL︶

︵ジョイナス︶②田中︵なえばック︶
③西川︵アキレギア︶④高野︵LO
TTE︶⑥田原︵フリ⊥⑥大崎︵同︶
⑨亀井︵同︶⑧出尾︵同︶▽同2位
①上原︵ユニコTC︶②山田︵O
NC︶③熊谷︵TeamAir︶④
赤羽︵TBl︶⑥林︵インスピリッ
ツ︶⑥北井︵ITC与野︶⑨浅野︵ブ
ルーライトニン︶⑧清水︵与野TC︶
◇男子C▽ブロック1位①鶴︵ワ
ーデック︶②長沢︵チームウイング︶

野︵PRIME︶⑥小松崎︵RLTS︶

⑥大木︵ワーデック︶⑥白石︵チーム
ウイング︶⑨和泉︵RLTS︶⑧神木
︵ジョイナス︶⑨久保︵同︶⑯天野︵庭
球革命︶▽同2位①徳永︵RLTS︶
②石井︵サンファイブ︶③越智︵KS
L浦和︶④菅野︵ノア・武蔵浦和︶⑥竹
⑨長谷川︵COrOna︶⑧関口︵E
ニン︶⑧杉本︵7cc浦和︶

NDLESS︶⑨三好︵ブルーライト

◇女子A①帆波︵D．T☆Lin
e︶②大橋︵グラスワンダー︶③小佐
々︵チームエガリテ︶︑広沢︵三室T．
︶
C

◇女子ベテラン▽45歳以上①小高
︵三室で一C︶②須藤︵STJ︶③藤巻
︵S−MTC︶︑鷲林︵ライジングスタ

ー︶▽50歳以上①佐藤︵フォティッ
クヒル︶②吉田︵ライジングスター︶
▽．55歳以上①塩川︵トラッキー︶②
福田︵愛球127︶

①樋田︵YNTC︶②山辺盲STH
浦
和
︶
◇女子C▽ブロック1位 ①冷水
︵インスピリッツ︶②島崎︵アップ

◇女子B▽ブロック1位①黒木

・天沼テニス公園ほか︶
◇男子A ①高橋︵春野ITS︶

︵フリー︶②原田︵RSC︶▽同2位

▽50歳以上 ①林︵インスピリッツ︶

木︵DEF︶⑧村上︵匠︶③白川︵ル
ネサタ︶︑高橋︵ルネサンス浦和︶

◇男子ベテラン▽45歳以上 ①鈴

②林︵インスピリッツ︶③山口︵ル
ネサンス浦和︶︑安藤︵T・弁慶︶

季シングルス︵9月26日〜10月24日

さいたま市体育大会兼市民大会秋

体育大会兼秋季シングルス

体育大会兼秋季ダブルス
さいたま市民体育大会兼さ
市民大会秋季ダブルス︵8月

︶
か

ー
デ
ッ
ク
︶

・苫田︵同︶②沢田・十河︵⁝ンヤス
ミン・TP宮原︶⑨犬童・河野︵ワ

本︵RLTS︶▽岡第2位 ①井盛

川︵マイティ・遊友族︶r
◇B▽ブロック第−位 ①石川・
村井︵キャロット・ワーデック︶②
西村二二村︵アイビー︶⑧坂東・山

e・愛球127︶▽60 ①福原・粂

田︵フレンドリーTC・大宮グリー
ンTC︶③本宮・村井︵RLTS・
ワーデック︶︑岡崎・正田︵春野I
TS︶▽55 ①名塚・塩川︵トラッ
キー︶②近藤・橋本︵B十Sぬす1

T☆ら1ne︶︑福田・上石︵OT
C㌧ATJ︶▽50．①相苗・木村︵ジ
ョイナス・ITC与野︶②寺西・海

◇ベテラン▽45 ①小高・広沢
︵三室T．C︶②三木・中野︵ヒッ
車︶③今属・横江︵ジョイナス・D．

ンダーごTeamAir︶

和クラブ︶︑武藤・杉本︵グラスワ

⑨近藤・河合︵BISm・11e・浦

′戚女子V
やA ①小高・広沢︵三重T．C︶
⑧小相・松本︵大宮MT・マイティ︶

・
重
松
︵
そ
﹂
そ
ー
︶

③岡本・鈴木︵KSL浦和︶④伊藤

②柿島・河井︵トラッキー・Y＆Y︶

AFO︶④河野・小林︵GAX︶▽
同第2位 ①原口・広田︵管商店︶

︵Y＆Y︶⑧水野・岡田︵UNLD

◇C▽ブロック苧位 ①内浦・
野川︵サンファイブ︶⑧丹羽・田嶋

LL︶

安藤・城戸︵川サタ︶②竹野・山本
︵PRIM里③井上・権藤︵CA

訂煎IDAFO︶▽同第2虚 ①

・大石︵CUTA・浦和クラブ︶③
白井・梅本︵にこにこTC・東大宮
TC︶︑鳥形・荻島︵FA︶▽65
①下井・辻本︵エンジェル・ETC︶
⑧久津・増田︵CUTA︶▽70 ①
摩川・関根︵OKTC︶
◇B▽ブロック第1位 ①吉井・
神子︵インスピリッツ︶②土屋・細
矢︵クラブルネット︶③山田・村田

ロックス︶②正田・山崎︵浦和パー
クTC︶▽60 ①酒井・古恩︵鹿島
台TC・浦和パークTC︶②小長谷

︵OSTC︶▽55 ①新名・田中︵フ

宮村︵フロックス︶︑裏地・滝沢︵ア
ップルT・C・バビロン︶▽50 ①
石川・中野︵浦和クラブ・アップル
T・C︶②欝岡・本多︵TMY︶③
亀井・小谷︵TIC︶︑神穀・岩田

ィクトリア・フロックス︶③落声・

◇ベテラン▽45 ①高橋・由ロ
︵チームウイング︶②華甲姦︵ヴ

︵MANBOW︶

◇A ①落合・田中︵テニ
ン︶②五十嵐・福井︵ヴィクトリア
・ONC︶③井上・広瀬︵なえはッ
ク・浦和パークTC︶︑切潜・松本

風男子V

9月19日・天沼公園テニスコ

平成27年10月14日付
読売新聞

◇C▽ブロック第1位 ①渋谷・

北田︵RLTS・シュンュ︶②瀬嘗
・大津︵マイティ︶③下山・武藤︵R
SC︶④多・山内︵ジョイナス︶▽
圃第2位 ①室讐小松︵HY︶②
加藤・横田︵ルネサンス浦和・TB
J︶③品川・新井︵シェツユ・ルネ
潜

雷

著

■

サンス浦和︶④小池・永厨︵RSC︶

ジュニアトーナメント
20−5さいたま帯ジュニアトー

TS︶▽C ①塁野漣太︵与野でC︶
⑧岸染野︵戸良市スポーツセン季⊥

己倍︵辱野でC︶⑧西沢諷︵春野i

︵川口市テニス望誉▽B①降旗

や用歳以下∇A∴①乾田鞄央芦
田市スポーツセンタェ⑧石丸燈河

略公園ほか︶
菰男子V

ナメント︵7月引日〜8月2日・堀

平成27年9月2日付

藩等︵エルヴェ︶

ンヒルズ︶⑧西穿堵蓑野iTS︶
Å十①高村文乃︵ジ

◇12歳以下十Å ①岡崎凛︵パイ

ェイズテニススクール︶

せンス浦和︶婆溜荊︵オールウ

令Ⅷ歳以下▽A ①若月壷︵戸
田滞スポーツセンタエ②廃寮冷花
︵大宮か︶∇B 母か川砂悪︵ルネ

＼㌦女子V

②下城裕夢︵青木申︶
▽B ①田村航速︵Fテニス︶⑧高
瀬英龍︵川口市テニス協会︶

▽Å ①柾木悠西富

戸田市スポーツセンター︶

①町田重罪斗︵帝未申︶②山本遥

嘉璧八川口市テニス協会▽C

◇退蔵以下▽A ①園田悠斗完
凍サ波及浦和︶②小佐々大絆︵与野
で邑∇B①大江力︵東大寓TC︶

⊥塵売細

平成27年6月3日付
読売新聞

◇国防 ①小谷・小川︵マスタL

ズ︶②石山・佐藤︵キャqッ上③．

■◇A ①荒川・香川︵なえばック︶
②小佐々・堀井︵チームエガリテ︶
③千葉・酒井︵W・Bagle・ト
ラッキー︶佐々木・鳥場︵エンジェ
ル・与野TC︶
◇ベテラン偵 ①江口・岩崎︵ト

︵D．T☆L・Lne︶②金子
︵㌣cc浦和・浦和パークTC︶

方︵古寺OY・ジョイナス︸

■構・石田︵セゾンでC︶一㊨大学巌
光︵マイティ・RSC︶■⑨小川・生

山︶②森1飛永︵ワーデJZ③大

㊨竹内・原田︵RSC︶⑥畠野・構
詰︵ライジングスター︶．
◇同2位一堂口車ト・仲座︵風林火

ォ︶③板垣・麻田︵インスピリッツ︶

醍醐・茅根︵クラブ ルネッ土地 中野・宗︵愛球127JOke
永・宮地︵ハルノテこ．ス︶
．◇同．2位①北村・師岡︵マイテ
◇同60①琴野主席︵FA毒し 子鹿和︶．⑳石山・辻︵ワーデック︶
③水野・永琴︵RLT邑
♪野TC︶②小林・水口︵ウエストヒ
ル︶③梅空白井︵車金口でCを・ ■OCプロ．1ックー位 ①三ッ橋・芦
田︵TBl︶．②小沢・和田︵マイテ
こにこTC︶安寧竜眼︵¶STC︶
◇同65 ①大木・里村︵浦和パ﹂
クでC︶②石井・忍田︵浦和クラブ︶

◇同Ⅶ①中村・前川人S−MT
C・浦和クラブ︶
◇Bブロック1位 ①須賀㌧大野
︵ウエストヒル・ラズベリーTC︶．■

③本村・緒方︵モーモー︶③秋山・・
蛤林︵アコール︶④山田■片山︵O

◇同2位①枢・油木︵UYIC

N
C
︶

永ットハウスTC︶②犬苧舘︵ワ
．−デック︶③秋村・村木︵ブルユ﹁才
トニン︶㊨神林・浜島︵エンジェル︶

︵トラッキュ②上治・丸山︵グラ

J OCブロック1位 ①江口・船戸

りッチェ︶③犀甲吉相︵S−MTC︶
い㊨山岡・星︵GYUUN☆で旦⑥
原・足立︵モーそ1︶
◇同2位 ①橋口二百本︵風林火
■出②池田・岸本︵クロックアップ︶

．⑨大原・滝出︵RLTS︶④毒見・
福澄︵GYUUN☆T旦⑥中村・・

ラッキー・TeamPlu且②青

増田︵SUTC︶
︑ゐ女子Ⅴ

ねんりんピック予選会︵5月4〜柑

顔田︵浦和シーガル・とらいあんぐ
る︶阿部・長島︵EENKENでC︶
◇同50 ①吉田・秋山︵RLTS

倉・山元︵10ker邑⑨山太・

・与野でC︶冨・吉田︵ライジ

二A男子V

ス︶笹尾■本名︵TeamPlu且

ングスター︶③高見・山崎︵OKT
C︶三浦・川口︵ウエストヒル・春

レ大宮︶
◇8ブロック1位①片岡二堺田

野工TS︶．

蔵浦和︶伊地知■・蛤戸︵MTSC︶

◇ベテラン偵 ①大橋・山脇︵ア
ップルT・C︶②城石・中村︵圃︶
③森・掛川︵フロックス・ノア・武

IC︶冨岡・太多︵TMY︶

◇同50 ①清水・安藤︵AAO・
TT︶望円木・山本︵ふれーむし
ょっと・ONC︶③亀井・小谷︵T

◇同55 ①内田・佐藤︵ナイスボ
レー︶②辻・飛永︵ワーデック︶
◇岡60 ①大川・鈴木︵テニスハ

◇A血坪井・我喜屋︵ASOb
lda且⑳広瀬・平沢︵グラスワ
ンダー︶聾同苧星野︵チキンライ

百・天沼公園テニスコート︶

習いたま市民大会春季ダブルス兼

春季ダブルス兼ねんりんピック予選会

春季シングルス
テニス斉
さいた雇市民大会春季シングルス

・▽A ①土橋︵ノア・武蔵浦和︶
⑧前田︵BSTH涌和︶③立田︵ラ

公園ほか︶
○男子

∴3月7日〜4月25日．・天沼テニス

平成27年5月20日付

③遠藤︵ウエストヒル︶④鍋木︵ル
ネサンス浦和︶⑤伊藤︵セブン3︶
⑥山添︵ブルーライトニン︶⑨門倉
︵T・弁慶︶⑧疋田︵Rで☆Lln
▽同2位．①木村︵インスピリッ

︶
e

▽ベテラン45以上 ①江口・︵土フ．

小森谷︵東大宮TC︶
ッキー︶②小高︵三重TC︶③久保
▽同50以上 ①中野︵ヒット︶②

．︵Wこ占ag−e︶讃藤︵STl︶

ィックヒル︶三瓶︵ハルノテニス︶

長野︵？ALL︶③佐静︵フォテ
・▽同55以上 ①塩川︵土フッキー︶
▽同60以上 ①清水︵S−MTC︶
▽Bブロック1位 ①本橋︵ファ

ツ︶②佐藤︵GYUUN☆TB︶③ イン︶②湯田︵TeamAiエ
三宅︵MANBOW︶⑥霜野︵イン
▽同2位 ①渋谷︵RLTS︶⑧
スピリッツ︶⑤小島︵にいざぁず︶
加藤︵ラリスマ︶
⑥仲村︵UN−DAFO︶⑦新井︵M
▽Cブロック1位 ■①積水︵S−
TSC︶⑧片山︵ONC︶
MTC︶②山辺︵BSTH浦和︶③
▽Cブロック1位 ①渡辺︵YN 山本︵RLTS︶④板墾︵インスピ
TC︶②日中︵なえばック︶③遠藤 リッツ︶⑥本田︵TBJ︶
︵浦和シ1分ル︶㊨益田︵マツヤマ
∇阿2位①棟田富Y︶⑧大量
TC︶⑤杉本︵LOTTE︶⑥土屋
︵マイティ︶③原田︵RSC︶④須
︵ESL浦和︶⑤橋本︵セブン3︶
田ペインスピリッツ︶⑤旦局︵アイ
⑧曽木︵T等J︶⑨遠掘︵モーモー︶
︶
ー
ビ
⑩山崎︵TBl︶⑰安市︵インスピ
リッツ︶⑰岡本︵ESL浦和︶
▽同2也 ①山田︵エンジェル︶

②門井︵インベーダ1︶③汲田︵G
AX︶④柴崎︵川サタ︶⑥山本︵P
RIM豊⑥平田︵T・辞腰︶⑤田

且⑧相川︵グラッチェ︶⑩亭壕︵イ

村︵S＆S︶⑧梅本一︵TEHead

◇女子
▽A ①青木富STH浦和︶②
飯塚︵匠︶⑨山下︵マツヤマTC︶

小林︵DrDpShOt︶

ンベーダー︶⑰正閏︵YNTC︶．⑫

ンドシティ︶蓮見︵インスピリッツ︶
∇同65以上 ①堤本︵TP宮原︶

▽Bブロック1位 ①広瀬︵ラズ
ベリーTC︶⑧村山︵アップルTC︶

ジェル︶小川︵テニスハレ大宮︶
∇同70以上 ①田村︵FA︶②野
田︵浦和パークでC︶

②麓︵滞和クラブ︶③下井︵エン

恩︵浦和パークTC︶③森作︵グラ

∇同60以上 ①荻晶︵FA︶②苫

②柳原︵同︶③矢吹︵ルネサタ︶小
川︵マスターズ︶

▽同55以上 ①田中︵フロックス︶

▽同50以上 ①零岡︵TMY︶②
長谷川︵でんでんむし︶③桧山︵ル
ネサンス浦和︶伊原︵清和南TC︶

イジングスター︶恩田︵ルネサンス
浦
和
︶
▽同ベテラン45以上 ①白川︵ル
ネサタ︶⑧伊藤︵0−ALL︶⑨久
■野︵BSTH浦和︶

読売新聞

