さいたま市民大会ミックスダブル

300叩＠

ア
イ
︶

片岡利・片岡美︵大正製
ウエストヒル︶

◇5部 渡部・島村︵キャッツ

薬GC・

◇4部

ー︶

◇3部 村田和・村田聡︵そーそ

◇1部 田口・河田︵アップルT
・C・ノア・武蔵浦和︶
◇2部 遠藤幸・遠藤忍︵浦和シ

A第1位∀

公園テニスコートほか︶

ス︵昨年日月25日〜12月2日・天沼

平成30年1月17日付
読売新聞

ミックスダブルス

季シングルス︵9月30日

の
森
︶

◇B▽ブロック① 大野︵ウエス
トヒル︶▽同② 阿波根︵IMPA

CT☆︶▽同③ 神田︵F35︶▽同

A女子優勝∀

蔵浦和︶▽同⑧ 佐藤︵STR︶▽
同⑨ 西坂︵ルネサンス浦和︶

◇ベテラン▽45以上 江田︵01

◇A 飯塚︵匠︶

ALL︶▽50同 江口︵トラッキー︶

▽55同 塩川︵同︶▽60同 永田︵同︶

④ 楯︵東大宮TC︶▽同⑤ 原口
︵曹商店︶▽同⑥ 三浦︵RLTS︶

ニ︵浦和パークTC︶▽同② 岩崎

◇C▽ブロック① 原田︵ジョイ

︵
フ
リ
ー
︶

◇B▽ブロック① フィトラ・エ

◇C▽ブロック① 佐久間︵LO

▽同⑨ 常営︵ジョイナス︶▽同⑧
永田︵風林火山︶

TTE︶▽同② 石川︵PRIME︶

A男子優勝∀

・天沼テニス公園ほか︶

▽同③ 渡辺︵RISE︶▽同④

同④ 宇留野︵PRIME︶

ター︶▽同③ 木内︵SARI︶▽

ナス︶▽同② 家守︵ライジングス

◇ベテラン▽45以上 石川

波戸元︵ジョイナス︶▽同⑥ 吉本
︵風林火山︶▽同⑥ 畑︵WAKU
WAKU︶▽同⑨ 藤本︵ノア・武

◇A 斎藤︵TIC︶

手
石
ロット︶▽50同 秋山⊥と
山
ど苧棄ノ新
︵
TI
Ⅰ川
10民
︵浦和ホワイト︶▽70同

55同 冨岡︵TMY︶▽60同
谷

さいたま市民体育大会兼市民大会

・高津戸︵S．T．C．︶

々木二戸崎︵サンファイブ・フレン
ズ︶▽同③ 該当なし▽同④ 滝本

沼倉・谷口︵フレンドリーTC・て
にてに︶▽同③ 山辺・辰見︵BS
TH浦和︶▽Cブロック① 秋葉・
天後︵スマッシュTC︶▽同② 佐

土屋︵ASObldaS︶▽同②

60 岡野・親井︵岩槻クラブ・グリ
ーンパーク︶▽Bブロック① 関・

・塩川︵速友族・トラッキー︶▽同

C・TW・1nkle︶▽同55 飯島

同50 高橋・砂田︵ポットハウスT

岡田・内山︵B−SmIle︶▽

武蔵浦和・プアフル︶▽ベテラン45

同② 金子・久保田︵KSC大宮・
TBJ︶▽同③ 石坂・須山︵ST
KT︶▽同④ 坪井・西原︵TIC︶
▽同⑥ 久利生・横山︵与野TC︶
◇女子▽A 松崎・常磐︵ノア・

▽同④ 尾田・吉村︵MTC︶▽C
ブロック①高橋・金口︵WS︶▽

ーズ︶▽同③ 田中・砂川︵MSJ︶

Bブロック① 田川・後藤︵みなテ
ニ︶▽同② 久保正・久保公︵ジョ

田・村上︵Team神・匠︶▽同55
矢代・赤井︵GTR︶▽同60 石
山・土方︵キャロット・若葉T．C︶
▽同65 古市・加藤︵TP宮原・大
宮グリーンTC︶▽同Ⅶ 岸川・関
根︵OKTC︶▽同75 山本・信国
︵浦和サンデーTC・与野TC︶▽

武蔵浦和︶▽ベテラン45 原田・森
︵フロックス・TIC︶▽同50 大

◇男子▽A 土橋・速川︵ノア・

・天沼公園テニスコートほか︶
A優勝∀

秋季ダブルス︵8月27日〜9月柑日

平成29年9月27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

ハ

ユ？雷8

︶
C

子︵大熊TC︶②代島由梨︵与野T

︵ITDアカデミー︶②小佐々仁愛
︵与野TC︶▽12歳以下 ①佐藤緒

◇女子▽10歳以下A ①吉沢楓

ョイナス︶

同B ①野口諒人︵エルヴェ︶②佐
々木海椰︵戸田市スポーツセンター︶
▽同C ①石川偏海斗︵戸田市スポ
ーツセンター︶②五十嵐直隆︵ジョ
イナス︶▽12歳以下 ①岩崎諷︵グ
ロトパルTA︶②小沢英︵アクロス
テニスアカデミー︶▽14歳以下 ①
大塚椋介︵大熊TC︶②山内真央︵ジ

郎︵与野TC︶②河村柚希︵同︶▽

テニスコートほか︶
◇男子▽10歳以下A ①伏木西之

20−7さいたま市ジュニアトー
ナメント︵7月28〜30日・堀崎公園

空虚2早年8月30付

春季ダブルス兼ねんりんピック予選会
さいたま市民大会春季ダブルス兼

風儀勝∀

0男子▽A高山・市本︵チキン

中村・中山︵M＆M・1Ckey︶

③柴田・姦︵ENDLESS︶④

クTC︶⑧橋本・赤荻︵セゾンTC︶

Y︶▽C①和田・関口︵浦和パー

S・愛球12ユ③小松・冷水︵H

松下︵T・F・C・アキレギア︶▽
同60鈴木・大川︵テニスハレ大宮︶
▽B ①渡部・星︵ITC与野・M
ANBOW︶②江口・和田︵RLT

C・ナイスボレー︶▽同55 宮坂・

藤・飯田︵グラスワンダー・アイビ
ー︶▽同50 柳沢・貝沢︵東大宮T

神・01ALL︶▽ベテラン45 武

◇女子▽A 神・江田︵Team

′
C
︶

和︶③安藤・大久保︵爆＆K︶④児
玉・後藤︵LOTTE︶▽C ①桑
山・兼松︵さいたまATC︶②古川
・畑︵大正製薬GC︶③沢田・池戸
︵ENDLESS︶④田川・後藤︵み
なテニ︶⑥佐藤・磨︵NKBS☆T

ーズ︶▽岡70 岸川・関根︵OKT
C︶▽B ①岩瀬・仲野︵infl
nlty︶②岡本・鈴木︵KSC浦

後藤・高瀬︵浦和クラブ・マスタ

岡・本多︵TMY︶▽同55 草間・
秋山︵TIC︶▽同60 石山・土方
︵キャロット・若葉T．C︶▽同65

ライス︶▽ベテラン45 岩田・中村
︵DEF・浦和南TC︶▽同50 冨

︶
か

ねんりんピック予草会︵4月30日〜
5月14日・天沼公園テニスコートほ

読売新間平成29年6月7日付

さいたま市民大会春季シングルス
︵3月4日〜4月22日・天沼テニス

同55以上 小谷︵TIC︶▽同60以

公園ほか︶
A優勝∀
◇男子▽A 古口︵チキンライス︶
▽ベテラン45以上 鈴木︵DEF︶
▽同50以上 稔︵浦和シーガル︶▽

平成29年5月24日付
TC︶⑥下宵︵RLTS︶

小島︵チキンライス︶②本田︵TBJ︶
③小松︵HY︶▽C ①村松︵ルネサ
ンス浦和︶②兼松︵さいたまATC︶
③高橋︵ITC与野︶④橋本︵セゾン

60以上 橋本︵愛球127︶▽B ①

ッキー︶▽同55以上 塩川︵同︶▽同

ドリーTC︶▽同50以上 江口︵トラ

和︶▽ベテラン45以上 岸尾︵フレン

⑨須藤︵グラスワンダー︶⑱ラヴェ
ル・ジェームス︵ITC与野︶
◇女子▽A 松崎︵ノア・武蔵浦

金子︵F苔⑧森茂︵ジョイナス︶

醍醐︵クラブルネット︶⑥石神︵マ
ッヤマTC︶⑥杉田︵庭球革命︶⑨

BJ︶③原口︵UN！DAFO︶④

野︶⑧酒井︵UYTC︶▽C ①光
村︵WAKUWAKU︶②吉田︵T

ーデック︶⑥目高︵アイビー︶⑥小
林︵0董ALL︶⑦鈴木︵ITC与

川︵川サタ︶②児玉︵ノア・武蔵浦
和︶③塩野谷︵川サタ︶④大木︵ワ

65以上 下井︵エンジェル︶▽同70
以上 村越︵ウエストヒル︶▽同75
以上 信国︵与野TC︶▽B ①東

上 梅沢︵フォティックヒル︶▽同

読売新聞

春季シングルス

