
第22回浦安オープンテニス選手権大会 浦安市テニス協会　　　浦安市運動公園テニスコート

男子一般シングルス ｼｪﾗｰ聖也ﾄｰﾏｽ (TEAM ZERO)

工藤 大介 (ｸﾚｰﾙI.T.S)

大橋 音王 (ｸﾚｰﾙI.T.S)

村上 準 (Bay Wave)

1R 2R 3R 4R SF SF 4R 3R 2R 1R

○はシード番号

上原 孝紀 上泉 貴靖

85 81

佐瀬 陽一郎 阿部 修太郎

W.O. W.O.

上泉 貴靖

84

西 康二 鈴木 尉浩

80 W.O.

大橋 音王 鈴木 尉浩

W.O.
村上 準

81

大橋 音王

65RET

84

大橋 音王 赤澤 有基

W.O. W.O.

大橋 音王

84
村上 準

80
渡名喜 庸市

W.O.

西山 暢一 ｼｪﾗｰ聖也ﾄｰﾏｽ 村上 準

W.O. 64,46,10-6 84

工藤 大介 ｼｪﾗｰ聖也ﾄｰﾏｽ 

81 82

工藤 大介 岩坂 賢吾

83 80

工藤 大介 岩坂 賢吾

83 80

工藤 大介 岩坂 賢吾

W.O. 84

吉見 幸司 熊田 幹

W.O. 86

吉見 幸司 熊田 幹

97 86

工藤 大介 ｼｪﾗｰ聖也ﾄｰﾏｽ 

98(3) 85

大岡 友浩 高橋 純

80 W.O.

二ノ宮 智明

83
ｼｪﾗｰ聖也ﾄｰﾏｽ 

大岡 友浩
82

西野 健太郎

80 82

久保 真起 ｼｪﾗｰ聖也ﾄｰﾏｽ 

82 83

久保 真起

W.O.

３位決定戦

85

Not Played

(Bay Wave) 348 大橋 音王 (ｸﾚｰﾙI.T.S) 村上 準

(TEAM ZERO) 45

(Bay Wave) 41

16 吉見 幸司 (日の出) 島田 竜一 (ﾌﾘｰ) 39

高橋 一成 (ﾌﾘｰ) 40

(ﾌﾘｰ) 37

(Bay Wave) 34

20 二ノ宮 智明 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 尾崎 彰雄 (ﾌﾘｰ) 43

23 中井 優 (ﾌﾘｰ)

西野 健太郎 (日の出) 44

22 小俵 颯希 (ﾌﾘｰ) ｼｪﾗｰ聖也ﾄｰﾏｽ 

21 久保 真起 (Bay Wave)

(TEAM ZERO) 38

14 松村 宗一 (ﾌﾘｰ) 岩坂 賢吾

19 西上 昌樹 (ﾌﾘｰ) 高橋 純 (ﾌﾘｰ) 42

18 大岡 友浩 (TEAM ZERO) 土子 太一

17 奥田 真也 (ﾌﾘｰ)

鈴木 惇士

11 西山 暢一 (CATC) 村上 準

13 工藤 大介 (ｸﾚｰﾙI.T.S)

15 石原 唯史 (Bay Wave) 熊田 幹

10 柴田 貴之 (ﾌﾐﾔｴｰｽ市川) 渡名喜 庸市

齋藤 聡

(ﾌﾘｰ) 35

山本 将輝 (ﾌｪﾘｴ) 36

(163cm) 33

(ﾎﾟﾝｶﾗ) 31

相原 慶多 (ﾌﾘｰ) 329 見波 文章 (TEAM ZERO)

7 松本 一徳 (ﾌﾘｰ) 赤澤 有基 (ﾌﾘｰ) 30

6 山崎 達郎 (ﾌﾘｰ) 田渕 達也

3 青木 源太 (ﾌｪﾛｰｽﾞ) 山田 琢也 (ﾌﾘｰ)

5 西 康二 (日の出)

4 田中 敦彦 (翼) 鈴木 尉浩 (ﾎﾟﾝｶﾗ)

田中 勇気 (ﾌﾘｰ)

Not Played

2 佐瀬 陽一郎 (日の出) 阿部 修太郎

1 上原 孝紀 (ﾃﾆｽｺﾐｭﾆﾃｨ千葉)①

優勝

準優勝

3位

4位

大橋 音王

③

④

②

上泉 貴靖 (TEAM ZERO) 24

(日の出) 25

8 大橋 音王 (ｸﾚｰﾙI.T.S)

26

27

28

(TEAM ZERO) 29

12 熊田 暉 (TEAM ZERO)



第22回浦安オープンテニス選手権大会 浦安市テニス協会　　　浦安市運動公園テニスコート

男子４５才シングルス 中本 洋志 (ﾌﾘｰ)

山根 知 (船橋さくらTC)

矢野 明 (ORTC)

鈴木 邦男 (ﾌﾘｰ)

1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1R

○はシード番号

山根 知 飛川 博信

83 81

内橋 伸仁 中本 洋志

84 83

山根 知 中本 洋志

83 80

中井 直人 中本 洋志

W.O. 82

吉川 賢治 西村 毅

82

中本 洋志

86

吉川 賢治

23RET
小田 徹志

85
山根 知 中本 洋志

W.O.

81 83

矢野 明 石山 真吾

80 81

新堀 英樹 島崎 真

84 85

矢野 明 島崎 真

84 97

伊藤 智之 鈴木 邦男

84 84

中村 祐二 田辺 信之

83 84

鈴木 邦男

80

３位決定戦

86
(ﾌﾘｰ) 278 矢野 明 (ORTC) 鈴木 邦男

田辺 信之 (ｱﾄﾐｯｸ) 26

鈴木 邦男 (ﾌﾘｰ) 27

13 中村 祐二 (ﾍﾞｲﾘｰﾌ)

島崎 真

9 土井 和明 (TEAM ZERO)

(ﾎﾟﾝｶﾗ) 23

(ﾌｪﾛｰｽﾞ) 25

11 伊藤 智之 (ﾌﾘｰ) 石本 剛 (ﾌﾘｰ)

(ﾌﾘｰ)

24

12 原田 義彦 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 前田 征一郎

20

6 堀場 謙 (入船東) 室木 喜一

8 矢野 明 (ORTC) 山南 建二 (入船東) 21

石山 真吾 (ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ) 22

飛川 博信

②

③

醍醐 裕之 (青べか) 14

(ﾌﾘｰ) 15

5 安田 真和 (TEAM ZERO)

4 中井 直人 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 中本 洋志

(ﾌﾘｰ) 19

7 吉川 賢治 (ﾌﾘｰ) 小田 徹志

(ﾌﾘｰ) 17

西村 毅 (ｱﾄﾐｯｸ) 18

3 内橋 伸仁 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 上枝 俊二 (ﾌﾘｰ) 16

優勝

準優勝

3位

4位

矢野 明

1 山根 知 (船橋さくらTC)①

2 越沼 智行 (ﾌﾘｰ)

10 新堀 英樹 (日の出)



第22回浦安オープンテニス選手権大会 浦安市テニス協会　　　浦安市運動公園テニスコート

男子５５才シングルス 高濱 牧人 (INTC)

藤本 正之 (日の出)

奈良 伸一 (SKYTON)

渡辺 友一 (SKYTON)

1R 2R SF SF 2R 1R

○はシード番号

高濱 牧人 山根 清貴

82 40RET

永井 優 渡辺 友一

80 84

渡辺 友一

81 97 23RET

奈良 伸一

W.O.

奈良 伸一 篠田 昇

86 98(1)

竹内 敏文 藤本 正之

81 W.O.

藤本 正之

85

３位決定戦

W.O.
渡辺 友一 (SKYTON) 115 奈良 伸一 (SKYTON)

奈良 伸一

14

津田 純一

藤本 正之 (日の出) 15

7 竹内 敏文 (ﾌﾘｰ) 中島 研二

6 工藤 正人 (ｴﾙｼﾃｨ)

5 奈良 伸一 (SKYTON)

4 木川 眞 (ﾍﾞｲﾘｰﾌ)

3 谷口 眞佐司 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 森本 稔

1 高濱 牧人 (INTC)

(TEAM ZERO)

高濱 牧人

2 永井 優 (日の出) 山根 清貴

①

②

川合 良行 (ﾌﾘｰ) 8

9

(青べか) 10

(SKYTON) 11

篠田 昇 (Bay Wave) 12

(ﾎﾟﾝｶﾗ) 13

(SKYTON)

渡辺 友一

優勝

準優勝

3位

4位

83



第22回浦安オープンテニス選手権大会 

　　男子６５才シングルス 優勝   阿部 均        (日の出)

準優勝  河野 晶二郎  (日の出)

リーグA

 １　斉藤 和 (日の出)  ２　小林 紀久雄 (日の出)  ３　阿部 均 (日の出) 順位

 １　斉藤 和 (日の出) 85 08 2

 ２　小林 紀久雄 (日の出) 58 08 3

 ３　阿部 均 (日の出) 80 80 1

ゲームNo．

A1  斉藤 和        (日の出) 8-5  小林 紀久雄 (日の出)

A2  小林 紀久雄 (日の出) 0-8  阿部 均        (日の出)

A3  阿部 均        (日の出) 8-0  斉藤 和        (日の出)

リーグB

 ４ 小西 英雄  (ｻﾝｺｰﾎﾟ)  ５ 内山 和美 (日の出)  ６ 河野 晶二郎 (日の出) 順位

 ４ 小西 英雄  (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 08 08 3

 ５ 内山 和美 (日の出) 80 38 2

 ６ 河野 晶二郎 (日の出) 83 80 1

ゲームNo．

B1  小西 英雄　  (ｻﾝｺｰﾎﾟ) N.S.  内山 和美　　(日の出)

B2  内山 和美　　(日の出) 3-8  河野 晶二郎  (日の出)

B3  河野 晶二郎  (日の出) N.S.  小西 英雄　  (ｻﾝｺｰﾎﾟ)

<注意>

・リーグA、Bの順位についてはルールブック(JTA公式トーナメント競技規則・ラウンドロビン方式における順位)に準じるものとします。

・３位決定戦は実施しません。

浦安市テニス協会　　　浦安市運動公園テニスコート

 ６ 河野 晶二郎 (日の出)

阿部 均

82
３　阿部 均 (日の出)

決勝戦



第22回浦安オープンテニス選手権大会 浦安市テニス協会　　　浦安市運動公園テニスコート

女子一般シングルス 青木 奈央 (IHSMｱﾘｰﾅ)

橋田 未知子 (ﾎﾟﾝｶﾗ)

岡田 朝子 (ｴﾙｼﾃｨ)

野村 悠希 (TEAM ZERO)

1R SF SF 1R

○はシード番号

青木 奈央 橋田 未知子

80 81

青木 奈央

83

岡田 朝子 野村 悠希

82 81

３位決定戦

W.O. 野村 悠希 (TEAM ZERO) 8(ｴﾙｼﾃｨ)4 岡田 朝子

4 岡田 朝子 (ｴﾙｼﾃｨ) 野村 悠希

3 野中 ひさこ (ﾌﾘｰ) 西原 知子

1 青木 奈央 (IHSMｱﾘｰﾅ)

(十文字高)2 大野木 博美 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 谷島 実乃里

① 橋田 未知子 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 5

6

(ｱﾄﾐｯｸ) 7

(TEAM ZERO) 8

岡田 朝子

青木 奈央

W.O.

優勝

準優勝

3位

4位

62,60


