選手権・BCクラス優秀選手決定戦

バ
さいたま市民選手権・BCクラ

優秀選手決定戦︵1月28日〜2月日

スボレー︶▽同65以上 粂川裕子・

上 内田まさ意・佐藤美知子︵ナイ

︵みなテ一﹂︶▽Cクラス 山本余人

グルス男子▽Bクラス 坂井祐介

▽ベテラン45以上 沼崎治・大林浩
︵アップルT・C・与野TC︶▽岡

eam神︶▽同55以上 浦田幹男・
塩沢正樹︵にこにこTC︶▽同60以

︵スペクター・春野ITS︶

Cクラス 太田春子・川口真由美

◇同女子▽Bクラス 太田快子・
板垣志乃布︵ASObldaS︶▽

坂井祐介・山木余人︵みなテニ︶

︶
同
︵
◇同女子▽Bクラス 秋田夏子
︵与野TC︶▽Cクラス 太田春子
︵
ス
ペ
ク
タ
ー
︶
◇BCクラス優秀選手決定戦ダブ
ルス男子▽Bクラス 加藤瑞希・田
中真︵マツヤマTC︶▽Cクラス

◇BCクラス優秀選手決定戦シン

島村小浪︵遊友族・マイティ︶

上 琴野実・高橋秀幸︵FA・与野

▽同55以上 飯島久美子・塩川久美
子︵遊友族・トラッキー︶▽同60以

村悦子︵アキレギア・ジョイナス︶

C︶▽ベテラン45以上 岩崎理恵・
江口千佳子︵TeamPluS・ト
ラッキー︶▽同50以上 滝君枝・木

▽同70以上 谷村政二・松前秀雄
︵
機
の
森
︶
◇岡女子▽一般 河田景子・三枝
美哉︵BSTH浦和・アップルT・

TC︶▽同65以上 古市美善夫・加
藤寛︵TP宮原・大宮グリーンTC︶

50以上 村上憲生・大田実︵匠・T

テラン45以上 中沢征樹︵TIC︶

佳子︵トラッキー︶▽同55以上 塩
川久美子︵同︶▽同60以上 中野美
幸︵AQUABELLE︶
◇選手権ダブルス男子▽一般 山
本翔太・田中功一︵ジェクサーTS︶

ばック︶▽ベテラン45以上 江口千

◇同女子▽一般 前志津香︵なえ

上 古市美喜美︵TP宙原︶▽同70
以上 大西暗治︵マイティ︶

▽同50以上 村上憲生︵匠︶▽同55
以上 塩沢正樹︵にこにこTC︶▽
同60以上 川原公規︵同︶▽同65以

日・天沼公園テニスコートほか︶
A優勝者∀
◇選手権シングルス男子▽一般
田口正一郎︵アップルT・C︶▽ベ

即等0−
‥＿

＿

を、＿

平成29年3月1日付
読売新聞

体育大会兼秋季シングルス＆団体戦＆ミックスダブルス
さいたま市体育大会兼さいたま市

20略は2I⑳

民大会秋季シングルス︵9月24日〜

平成28年12月21日付

ラン50以上 OSTC▽同60以上

TC・ナイスボレー︶

◇5部︵同︶ 高橋・内田︵与野

︶
C

にてに︶
◇4部︵ベテラン︶ 木月・遠藤
︵AAO・T・T・KENKENT

◇3部︵C同︶ 山岸・米沢︵て

スターズ︶

◇2部︵B同︶ 関口・長沢︵マ

◇−部︵Aクラス︶ 田口・三枝
︵アップルT・C︶

︑＼ 健勝＼

さいたま市民大会ミックスダブル

に▽ベテラン50以上 マイティ

ばック︶▽B TBJ▽C てにて

◇女子▽A なえばックA︵なえ■

ス︵日月27日〜12月3日・天沼公園

鹿島台TC

原口寛︵菅商店︶④同 石原和宏︵T
・弁慶︶⑥同 藤平瑛志︵PRIM
E︶⑥同 縄田敦史︵STR︶⑨同
酒井宏︵UYTC︶⑧同 川辺浩
史︵エンジェル︶⑨同 香村伊弘朗
︵マツヤマTC︶⑩佐治仁︵シーサ
ほ
か
︶

◇女子▽A 飯塚玲奈︵匠︶▽ベ

イ
ド
︶

テラン45以上 西川素子︵アキレギ
ア︶▽同50以上 佐藤菜穂子︵フォ
ティックヒル︶▽同55以上 今尾幸

子︵ジョイナス︶▽B ①ブロック
藤巻久美子︵S−MTC︶②同
渡部紀子︵ITC与野︶③同 関根
愛子︵ジョイナス︶▽C ①ブロッ
ク 太田春子︵春野ITS︶②同
倉田尚子︵マスターズ︶③同 関口
悦子︵USTC︶

利美︵浦和パークTC︶④同西村
さいたま市民大会団体戦︵10月29
日〜日月ほ日・荒川総合運動公園テ

◇男子▽A キテレツ大百科︵チ

㌧健勝 ⁚

ニスコート︶

リー︶⑥同 瀬端璃和︵ⅠTC与野︶

IB︵みなテニ︶▽C HY▽ベテ

キンライス︶▽B m・1naten

⑦同 丹羽政仁︵与野TC︶▽C
①ブロック 石橋謙一︵HY︶②同
渡辺崇︵アップルT・C︶③同

B ①ブロック 児玉悠史︵LOT
TE︶②同 柴田亮平︵N．Ⅰ．〇︶
③同 斎藤慎︵TIC︶④同 笹谷
靖︵UYTC︶⑥同 荒谷行玄︵フ

仁︵与野TC︶▽同50以上 大橋孝
一︵アップルT・C︶▽同55以上
浦田幹男︵にこにこTC︶▽同60以
上 梅沢一三︵フォティックヒル︶
▽同65以上 古市美喜美︵TP宮原︶
▽同70以上 谷村政二︵槻の森︶▽

トニン︶▽ベテラン45以上 丹羽政

◇男子▽A 斉藤博︵ブルーライ

10月15日・天沼テニス公園ほか︶
炎優勝V

読売新蘭

︶
か

︶
C

トl■

之

▲y

も

ハ噛

︵ウエストヒル・東大宮TC︶③佐
々木・松本︵エンジェル・マイテ
ィ︶︑塩川・広沢︵トラッキー︶
◇ベテラン▽45 ①江口・岩崎
︵トラッキー・TeamPluS︶

②石川・小野︵ワーデック・キャロ
ット︶③山本・渡部︵浦和シーガル
・ジューヨン︶︑沼倉・南雲︵フレ
ンドリーTC・Team神︶▽50

位 ①関・細井︵てにてに︶②田村
・大島︵TトWaVe︶③代鳥・加
東︵ジョイナス・マイティ︶④井村
・橋本︵ジョイナス・マイティ︶

クラブ・S−MTC︶▽ブロック2

田・増渕︵RLTS・浦和パークT
C︶③関根・清水︵ジョイナス・A
FTA︶④渡辺・三木︵荒川テニス

︶
ー
タ
◇C▽ブロック1位 ①太田・川
口︵スペクター・春野ITS︶②池

口︵マツヤマTC︶②西川・吉原︵チ
キンライス︶③矢崎・樋田︵HY︶
▽ブロック2位 ①三ツ橋・本田
︵TB−︶②小宮・上野︵ブルーラ
イトニン︶③千善良・大山︵スペク

◇B▽ブロック1位 ①田中・野

︵トラッキー・TWinkle︶

ーデック︶▽55 ①塩川・飯串︵ト
ラッキー・遊友族︶②永田・西久保

27・WINDS︶︑石山・飛永︵ワ

イスボレー︶③苗場・福田︵愛球1

︺招了告直言．

◇A ①大久保・原︵ナイスボレ
浦和パークTC︶②淵山・川鍋

バボラ1︶⑨粕谷・吉沢︵KSC浦
和︶④税田・黒田︵みなテニ︶⑥渡
辺・小寺︵PRIME︶
A女子∀

藤︵STR︶②良沢・神威︵チーム

エストヒル︶④川口・吉沢︵NKB
S☆TC︶⑥田平・拍︵ENDLE
SS︶▽ブロック2位 ①織田・佐

端︵ITC与野︶③高橋・松井︵ウ

︵与野TC・浦和シーガル︶④市川
・柳井︵TeamMb︶
◇C▽ブロック1位 ①寺井・森
︵ENDLESS︶＠フヴェル・瀬

和・ノア・武蔵浦和︶③伊藤・石塚

2007︶②浦野・浦野︵7cc浦

泉︵RLTS︶②池谷・山本︵同︶
③永井・河井︵グッドラック︶④足
立・原︵そーそー︶▽ブロック2位
①杉村・藤井︵ITC与野・WB

パークTC︶
◇B▽ブロック1位 ①寺谷・和

秋村︵Fあいねっと・ブルーライ
トニン︶▽70 ①門松・田辺︵浦和

・松田︵与野TC︶③久利生・黒崎
︵与野TC・トラッキー︶︑清水・

・槻の森︶▽65 ①古市・加藤︵T
P宮原・大宮グリーンTC︶②浜崎

①琴野・高橋︵FA・与野TC︶②
岸・松平︵フォティックヒル︶③酒
井・苗恩︵鹿島台TC・浦和パーク
TC︶︑小林・村井︵ウエストヒル

ロックス︶③小谷・小川︵マスター
ズ︶︑堀内・高村︵ETC︶▽60

AO・T・T・フロックス︶︑矢吹
・田添︵ルネサタ︶▽55 ①中野・
石川︵アップルT・C・フロックス︶
②今橋・田中︵浦和パークTC・フ

レンドリーTC︶③木月・原田︵A

井・矢代︵GTR︶②庄村・豊根︵フ

野TC・MANBOW︶▽50 ①赤

◇ベテラン▽45 ①森・山崎︵T
IC・TP宮原︶②吉田・中村︵D
EF・浦和南TC︶③五十嵐・福井
︵TIC・ONC︶︑関根・野崎︵与

野崎・浅見︵MANBOW・与野T

・山崎︵ウエストヒル・TP寓靡︶︑

②落合・田中︵若葉T．C︶③遠藤

◇A ①小杉・森谷︵SUTC︶

A男子∀

さいたま市民体育大会兼さいたま
市民大会秋季ダブルス︵8月27日〜
9月17日・天沼公園テニスコートほ

平成28年11月16日付
読売新聞

体育大会兼秋季ダブルス

ジュニアトーナメント
2016さいたま市ジュニアトー

ナメント︵7月29〜31日・掘崎公園

平成28年8月31日付
◇10歳以下▽A ①大河原︵与野

A女子∀

ナス︶②野田︵同︶

◇14歳以下▽A ①藤井︵ジョイ

②山内︵ジョイナス︶

▽B ①工藤︵川口市テニス協会︶

C︶②佐野︵戸田スポーツセンタ⊥

◇12歳以下▽A ①大塚︵大熊T

AYS︶⑧関根︵与野TC︶

②井上︵同︶▽C ①苫田︵ALW

▽B ①梅津︵ITDアカデミー︶

TS︶②木下︵グリーンテニスP︶

◇10歳以下▽A ①佐藤︵春野I

A男子∀

ほ
か
︶

読売新聞

◇12歳以下▽A ①吉田︵ALW

TC︶②中務︵浦和パークTC︶
AYS︶②伊藤︵戸田市テニス協会︶

▽B ①入江︵テニスランド上尾︶
◇1・4歳以下▽A ①黒川︵テニス

②代島︵与野TC︶
ランド上尾︶②西沢︵YOU＆IJn︶

春季ダブルス兼ねんりんピック予選会

平成28年6月8日付
さいたま市民大会春季ダブルス兼

◇同50 ①秋山・村上︵TIC・
匠︶②鈴木・染谷︵フロックス・0
−ALL︶③大橋・山脇︵アップル
T・C︶︑木月・原田︵AAO・T

藤︵キャロット︶

③石川・斎藤︵キャロット︶︑大林
・桑原︵与野TC︶
◇ベテラン45 ①落合・森︵フロ
ックス・TIC︶⑧田口・高橋︵チ
ームウイング︶③嘉松・滝沢︵アッ
プルT・C・バビロン︶︑石川・斎

TIC︶⑧荒木・松原︵にいざぁず︶

◇A ①原田・森︵フロックス・

日・天沼公園テニスコートほか︶
A男子∀

ねんりんピック予選会︵5月1〜14

読売新聞

・T・フロックス︶

竹・長山︵BSTH浦和︶⑥植田・

◇A ①江田・神︵0−ALL・

橋本︵NKBS☆TC︶
A女子V

瀬・今治︵T・弁慶︶︑宮地・桧永

◇同55■①小谷・小川︵マスター
ズ︶②高村・堀内︵ETC︶③小和
︵ハルノテニス︶
−◇同60 ①酒井・苗恩︵鹿島台T

Team神︶⑧近藤・草山︵BST
H浦和・RLTS︶③小佐々・永野
︵チームエガリテ︶︑杵鞭・園田︵ア
イビー・グラスワンダー︶

◇同50 ①苫田・秋山︵RLTS︶

◇ベテラン45 ①飯田・山本︵ア
イビー︶②山口・佐藤︵TeamA
ir︶③沼倉・南雲︵フレンドリー
TC・Team神︶︑山本・渡部︵浦
和シーガル・ジューヨン︶

C・浦和パークTC︶②藤田・小川
︵ウエストヒル︶③酒等・村井︵機
の森︶︑安部・鈴木︵ウエストヒル︶
◇同65 ①久利生・黒崎︵与野T
C・トラッキー︶②大木・里村︵浦
和パークTC︶
◇同70 ①岸川・関根︵OKTC︶

◇C▽ブロック第1位 ①辰見・

レンズ︶

②太田・板垣︵同︶③江尻・須賀︵フ

①林・国里︵ASObIdaS︶

田︵ソニア・SARI︶▽同第2位

②棄・西沢︵RLTS︶③原田・須

ングスター・ONC︶
◇同60 ①名塚・加藤︵トラッキ
ー・浦和パークTC︶
◇B▽ブロック第1位 ①大塚・
山浦︵セゾンTC・BSTH浦和︶

②福田・山田︵OTC・ONC︶③
大竹・寺西︵OKTC・フレンドリ
ーTC︶︑相苗・大久保︵ジョイナ
ス・ナイスボレー︶
◇同55 ①塩川・飯島︵トラッキ
ー・遊友族︶②吉田・新島︵ライジ

②野田・前川︵浦和パークTC・油
◇B▽ブロック第1位 ①内浦・

和クラブ︶

宮本︵サンファイブ︶②今井・小島
︵0−ALL・にいざぁず︶③石塚
・平井︵TK HeadS︶④加藤
・田中︵マツヤマTC︶▽同第2位

︵FA︶④田岡・山本︵F35︶

①小川・浜田︵N．I b︶②門
倉・平田︵T・弁慶︶③尾形・荻島
◇C▽ブロック第1位 ①浅野竜

・浅野峻︵AAO・T・T︶②江東
・岡村︵アップルT・C︶③川辺・
佐藤︵エンジェル︶④坂井・山本︵み
なテこ︶⑥越智・土屋︵KSC浦和︶
▽同第2位 ①児玉−加藤︵LOT
TE︶②指田・由井︵KSL大菖︶
③鈴木・美馬︵大正製薬GC︶④大

安東︵BSTH浦和・マイティ︶②
横田・柏倉︵HY︶③奥村・高岩︵浦
和パークTC・STJ︶④石村・本
田︵TBJ︶▽同第2位 ①福永・
桧山︵浦和パークTC・ルネサンス
浦和︶②手塚・阿部︵ⅤⅠVA︶③
大橋・小松︵RSC・スペクター︶
④凌・山本︵RSC・マイティ︶

春季シングルス

平成28年4月27日付
︵3月5日〜I月10日・天野丁ニス

さいたま市民大会春季シングルス

こ冴○晰⑳

．▽同50以上 ①秋山︵TIC︶②
十河︵TP宮原︶③小谷︵TIC︶︑
岩田︵OSTC︶
▽同55以上 ①田中︵フロックス︶
②細野︵フォティックヒル︶③松沢
︵ラリスマ︶︑堀内︵ETC︶
▽同60以上 ①坂本︵浦和ホワイ

▽ベテラン45以上 ①吉田︵DE
F︶②松本︵MANBOW︶③堀︵T
M HAYATO︶︑田中︵TIC︶

ObIdaS︶︑池田︵鹿島台TC︶

②樋尾︵ジップ大宮︶③上田︵A牒

公園ほか︶
◇男子
▽A ①尾島︵TeamWln︶

読売新聞

▽同65以上．①下井︵エンジェル︶

ト︶②荻島︵FA︶③尾形︵同︶︑
木月︵AAO・T・T︶
②坂本︵TP宮原︶③小谷︵マスタ
ーズ︶︑白石︵フレンドリーTC︶
▽同70以上 ①田村︵アップルT
・C︶②谷村︵機の森︶
▽Bブロック1位 ①滝元︵稲穂
テニスクラブ︶②吉田︵DrOpS
hOt︶③内浦︵サンファイブ︶④

松林︵アコール︶⑥樋田︵東大宙T
C︶⑥荻野︵TBl︶⑨近藤︵チーム
ウイング︶⑧正木︵ルネサンス浦和︶
▽Bブロック2位 ①山本︵庭球
革命︶②瀬村︵ルネサンス浦和︶③
高田︵春野ITS︶④神木︵ジョイ
ナス︶⑥山口︵大正製薬GC︶⑥美
藤︵KSC浦和︶⑦福井︵WAKU
WAKU︶⑧滝沢︵ITC与野︶
▽Cブロック1位 ①山本︵みな

テニ︶②坂井︵同︶③児玉︵LOTT
E︶④倉持︵TBl︶⑥榎本︵RLT
S︶⑥岸︵NKBS☆TC︶⑨笹谷︵U
YTC︶⑧小寺︵PRIME︶⑨未岡
︵みなテニ︶⑱野口︵DuCkS︶
▽Cブロック2位 ①加藤︵チー
ムウイング︶②山岡︵NKBS☆T
C︶③伊藤︵風林火山︶④樋口︵TK
HeadS︶⑥沢田︵S．T．C．︶

イブレーク︶⑱中村︵SUTC︶

⑥牧︵チームエガリテ︶⑨池田︵アッ
プルTC︶⑧渡辺︵ZOO︶⑨競︵タ

◇女子
▽A ①今永︵ノア・武蔵浦和︶

②山口︵TeamAlr︶③鈴木︵な
えはック︶︑松岡︵春野ITS︶

▽ベテラン45以上 ①江口︵トラ
ッキー︶②須藤︵STl︶③青木︵BS

TH浦和︶︑鷲林︵ライジングスター︶
▽同50以上 ①佐伯︵匠︶②中野
︵ライジングスター︶③秋山︵RLT

S︶︑ドーヴ美好︵KENKENTC︶
▽同55以上 ①塩川︵トラッキー︶

②松下︵アキレギア︶
▽同60以上 ①和田︵浦和パーク
T
C
︶

▽Bブロック1位 ①秋田︵与野
TC︶⑧添田︵にいざぁず︶
▽Bブロック2位 ①古川︵レガ
ロ︶②下山︵RSC︶
▽Cブロック1位 ①佐藤︵東大
寓TC︶②大越︵PRIME︶③坂
口︵鹿島台TC︶④小松︵HY︶⑥
三宅︵MANBOW︶
▽Cブロック2位 ①加治︵マイ
ティ︶②岩浪︵鹿島台TC︶③松本
︵フレンズ︶④岩崎︵ジョイナス︶
⑥斉藤︵荒川テニスクラブ︶

