さいたま市民大会団体戦︵昨年10等

キンライス︶▽B WV▽C グラ
ッチェ▽ベテラン50以上 与野TC

◇男子▽A キテレツ大百科︵チ瑞

A第1位∀

国丁ニスコート︶

月27日〜日月18日・荒川総合運動公弼

平成31年1月9日付
C︵T・F・C︶

−MTC︶▽ベテラン50以上 TF

ARI︶▽C チャイミーローズ︵S

◇女子▽A なえばックA︵なえ
はック︶▽B 榎本強化本部長︵S

パークTC︶

▽同60以上 浦和パーク1号︵浦和

読売新聞

団体戦

体育大会兼秋季ダブルス
さいたま市民体育大会兼市民

35︶▽同6 積木・中島︵みなテニ︶
▽同7 横溝・吉本︵ウエストヒル︶
▽同8 塚本・落合︵春野ITS︶

OO︶▽同3 田川・竹中︵アルペ
ンザルツ︶▽同4 竹内・横内︵同︶
▽同5 金井・藤田︵CUTA・F

◇C▽ブロック1 石井
︵FKTC︶▽同2 金田・中鉢︵Z

村・新井︵S＆S︶

三坂・矢口︵う〜テニ︶▽同
榎本・阿部︵RLTS︶▽同5
田・寓園︵KSC浦和︶▽同6

松尾・美馬︵大正製薬GC︶▽

◇B▽ブロック1 石川・競
RIME・タイブレーク︶▽同

国︵浦和サンデーTC・与野T

原・大宅グリーンTC︶▽70
岸川︵OKTC︶▽75 山本

・両角︵TMY︶▽55 赤井・
︵GTR︶▽60 小川・中崎︵
ターズ︶▽65 古市・加藤︵T

ネサンス浦和・TIC︶▽50

TC与野︶
◇ベテラン▽45 黒岩・中沢

◇A 浅見・前田︵与野TC

A男子1位∀

天沼公園テニスコートほか︶

秋季ダブルス︵8月25日〜9月

鮒平成30年9月26日付

A女子1位V

▽同9 吉田・吉本︵m・1SOnO︶

◇A 川村・平沢︵なえばック・
チームなごみ︶
◇ベテラン▽45 宮川・宙薗︵ワ

◇B▽ブロック1 大橋・小松

ーデック︶▽50 山本・渡部︵OT
C︶▽55 松下・宮坂︵アキレギア
・T・F・C︶
︵RSC・スペクター︶▽同2 庄

司・大藤︵RSC・ダンデライオン︶
▽同3 岩崎・佐久間︵ルネサンス
浦和・ITC与野︶▽同4 杉本・

坂本︵ブルースカイ・SARI︶▽
同5 橋本・赤荻︵セゾンTC︶▽
同6 岩端・石野︵若葉T．C︶
◇C▽ブロック1 錦・松本︵ジ
ョーズ︶▽同2 君村・五十嵐︵チ
ームくるみ・ジョイナス︶▽同3

小林・山根︵アルペンザルツ︶▽同
4 斎藤・前野︵ノア・武蔵浦和・・
ジョイナス︶▽同5 茅野・石西︵T
−WaVe・ブルースカイ︶

2018さいたま市ジュニアトー

②五十嵐︵ジョイナス︶

▽14歳以下A ①前田︵大熊TC︶

①内田︵与野TC︶②森田︵同︶

市スポーツセンター︶▽12歳以下A

▽同B ①荻原啓︵上尾テニスクラ
ブ︶②荻原真︵同︶▽14歳以下A
①西川︵大熊TC︶②植松︵ジョイ
ナス︶▽同B ①大塚︵大熊TC︶
②山内︵ジョイナス︶
◇女子▽10歳以下A ①島村︵グ
リーンテニスプラザ︶②本田︵戸田

野TC︶▽12歳以下A ①甲田︵与
野TC︶②武内︵ITDアカデミー︶

崎公園ほか︶
◇男子▽用歳以下A ①佐藤︵常
盤小︶②鈴木︵東大宮TC︶▽同B
①五十嵐︵ジョイナス︶⑧河村︵与

ナメント︵7月27日〜8月1日・城

ジュニアトーナメント
読売新闇 平成30年8月22日付

春季ダブルス兼ねんりんピック予選会
︶
か

さいたま市民大会春季ダブルス兼

︵KSC浦和︶▽同8 井戸・互︵F

◇A 辰見・山辺︵BSTH浦和︶

A女子優勝Ⅴ

reequal︶

EF・浦和南TC︶▽50 山脇・大

柴田・斉藤︵ENDL官SS︶▽同
3 太田・田村︵フレンドリーTC

︵春野ITS・RLTS︶▽同2

◇B▽ブロックー 正田・井村

本宮︵D与☆LIne・RLTS︶
▽60 内田・佐藤︵ナイスボレー︶

野︵TWinkle︶▽55 江口・

橋︵アップルT・C・バビロン︶▽

︵さいたまATC︶▽同4 岡田・

◇C▽ブロックー フィトラ・エ

・T・弁慶︶▽同4 志藤・月田︵R
SC・SARI︶▽同5 石垣・福
島︵ジョーズ∴ンヨイナス︶▽同6
小島・石村︵チームSugar︶

山中︵ジョイナス・コリンズ︶▽同
5 前田・藤井︵ITC与野︶▽同

6 小川・筆谷︵マスターズ・浦和
ラッチェ︶

◇C▽ブロック1 石川・競︵P
RIME・タイブレーク︶▽同2

海老沢・岩野︵BSTH浦和︶▽同
3 小松崎・品川︵RLTS︶▽同
4 林・小宮︵向日葵︶▽同5 拍
・沢田︵KKB︶▽同6 藤田・小
桐︵てにてに︶▽同7 蒔田・酋園

7 藤村・染本︵フレンドリーTC︶

6 相馬・根元︵セゾンTC︶▽同

IME︶▽同5 今野・出川︵アッ
プルTF・C・ダンデライオン︶▽同

NC︶▽同4 川尻・宇留野︵PR

bldaS︶▽同3 中里・深井︵O

ニ・加治︵浦和パークTC・ジョイ
ナス︶▽同2 鈴木・矢嶋︵ASO

クラブ︶▽同7 福沢進・福沢琢︵グ

村山︵TBl︶▽同3 桑山・兼松

︵アップルT・C︶▽同2 飯田・

◇B▽ブロック1 岡村・福島

TC︶▽70 石田・久利生︵浦和パ
ルTC・与野TC︶

55 新名・田中︵フロックス︶▽60
小川・中崎︵マスターズ︶▽65
梅本・白井︵東大宮TC・にこにこ

◇ベテラン▽45 馬場・堀本︵エ
ンジェル・RSC︶▽50 砂田・霜

A男子優勝∀
◇A 斎藤・花房︵ONC︶
◇ベテラン▽45 吉田・中村︵D

5月12日・天沼公国テニスコートほ

ねんりんピック予選会︵I月30日〜

平成30年6月13日付
読売新聞

平成30年5月23日付
さいたま市民大会春季シングルス
︵3月3日〜4月14日・天沼テニス

◇B▽ブロック1 山中︵コリン
ズ︶▽同2 岡本︵KSC浦和︶▽
同3 篠塚︵TIC︶▽同4 石神
︵マツヤマTC︶▽同5 榎本︵R
LTS︶▽同6 小倉︵チームウイ
ング︶▽同7 中村︵SUTC︶▽

ー
T
C
︶

エストヒル︶▽70同 渡部︵キャッ
ツアイ︶▽75同 山本︵浦和サンデ

水本︵チームM︶▽65同 小川︵ウ

55同 田中︵フロックス︶▽60同

公園ほか︶
A男子優勝V
◇A 鈴木︵7cc浦和︶
◇ベテラン▽45以上 山田︵フロ
ックス︶▽50同 中沢︵TIC︶▽

読売新間

春季シングルス

同8 中村︵TMHAYATO︶▽
同9 和田︵TOM︶▽同10 山上
︵ブルーライトニン︶▽同日 波戸

元︵ジョイナス︶▽同12 清水︵N
TNL︶▽同13 村山︵TBJ︶▽
同14 関口︵マスターズ︶▽同15
醍醐︵クラブルネット︶
◇C▽ブロック1 高岡︵WB2
007︶▽同2 長井︵WS︶▽同
3 県︵チームYM︶▽同4 福沢
︵グラッチェ︶▽同5 釜口︵WS︶
▽同6 沢田︵ENDLESS︶▽
同7 中村︵さいたまATC︶▽同
8 芳倉︵S．T．C︶▽同9 新
倉︵NKBS☆TC︶▽同10 前田
︵ITC与野︶▽同日 斉藤︵アコ
ール︶▽同12 和田︵BSTH浦和︶
▽同13 塚本︵TBl︶▽同14 福
家︵ENDLESS︶▽同15 久保

田︵TBJ︶▽同16 金子︵同︶▽
同17 武田︵爆＆K︶▽同18 折茂
︵浦和パークTC︶▽同19 斉藤︵チ
ームT．︶▽同20 田中︵マツヤマ
A女子優勝V

T
C
︶

◇A 鈴木︵なえばック︶
◇ベテラン▽45以上 神︵Tea
m神︶▽50同 江口︵トラッキー︶

▽55同 塩川︵同︶▽60同 苗阪︵キ
ャッツアイ︶

◇B▽ブロック1 沼倉︵フレン
ドリーTC︶▽同2 伴︵チームS
ugar︶▽同3 谷口︵フレンド
リーTC︶▽同4 高橋︵T・弁慶︶
▽同5 平沢︵チームなごみ︶
◇C▽ブロックー五十嵐︵ジョ
イナス︶▽同2 小池︵RSC︶▽
同3 渡辺︵荒川テニスクラブ︶▽
同−石田︵セゾンTC︶▽同5
橋詰︵ライジングスター︶▽同6
池森︵タイブレーク︶▽同7 浅見
︵川サタ︶▽同8 坂東︵大正製薬
G
C
︶

