
第33回春季市民体育大会（シングルス） 浦安市テニス協会　

男子A

熊田 暉 (TEAM ZERO)

西 康二 (日の出)

神谷 宜明 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

森田 透 (Bay Wave)

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

○はシード番号

阿部 亮平 宮山 貴弘

80 43RET

阿部 亮平 宮山 貴弘

86 85

古庄 悟 園田 賢祐

83 86

神谷 宜明 森田 透

84 86

神谷 宜明 田口 佳史

80 83

神谷 宜明 森田 透

80 86

熊田 幹 熊田 暉 森田 透

W.O. 64,64 80

熊田 暉 西 康二

82 81

上泉 貴靖 奥田 真也

98(0) 80

西野 健太郎 奥田 真也

97 83

西野 健太郎 大橋 夏樹

83 81

熊田 暉 西 康二

82 83

熊田 暉 中本 洋志

86 82

熊田 暉 西 康二

W.O. 83

西 康二

(N.S.) 84

３位決定戦

Final

鈴木 尉浩 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 17

2 隅野 正広 (fellows SPORTS) 宮山 貴弘

1 阿部 亮平 (NSTC)

(TEAM ZERO) 18

①

3 古庄 悟 (TEAM ZERO) 田渕 達也 (TEAM ZERO) 19

4 上村 健 (Bay Wave) 園田 賢祐 (日の出) 20

佐々木 啓行 (TEAM ZERO) 21

6 佐藤 洋 (TEAM ZERO) 田口 佳史

5 神谷 宜明 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

(ｱﾄﾐｯｸ) 22

7 吉見 幸司 (日の出) 岩橋 愛輝 (一般) 23

8 熊田 幹 (TEAM ZERO) 森田 透 (Bay Wave) 24

(fellows SPORTS) 28

10 内橋 伸仁 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 奥田 真也

9 上泉 貴靖 (TEAM ZERO)

26

11 西野 健太郎 (日の出) 岡崎 翔 (TEAM ZERO) 27

12 網屋 和樹 (一般) 大橋 夏樹

15 中尾 礼文 (TEAM ZERO) 乙部 和明 (TEAM ZERO)

16 村上 準 (Bay Wave) 西 康二 (日の出)

沼田 剛宏 (TEAM ZERO)

14 槐 幸一 (SOL) 中本 洋志

13 熊田 暉 (TEAM ZERO)

優勝

準優勝

３位

４位

86

②

③

④

32

(Bay Wave) 245 神谷 宜明 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 森田 透

31

29

(SOL) 30

久保 真起 (Bay Wave) 25

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)
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男子B

梅田 大輔 (ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ)

小浜 和宏 (Bay Wave)

二ノ宮 知明 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

田口 颯大 (一般)

1R 2R 3R 4R 5R SF SF 5R 4R 3R 2R 1R

齋藤 智己 石川 和彦

61 75
齋藤 智己 石川 和彦

W.O. W.O.
齋藤 智己 草野 勝彦

75 76(1)
中井 直人 草野 勝彦

W.O. 62
中井 直人 草野 勝彦

61 61
髙橋 義之 小﨑 博之

64 63
早野 正和 菊地 正好

82 84
前田 雄隆 菊地 正好

W.O. 75
前田 雄隆 菊地 正好

76(2) 64
金子 敦 牧 万博

63 W.O.
早野 正和 菊地 正好

62 63
木村 彰記 黒田 啓道

62 W.O.
早野 正和 黒田 啓道

62 62
早野 正和

W.O. 梅田 大輔 田口 颯大

84 85 多田 健

61
片山 彰 多田 健

W.O. 62
片山 彰 立田 隆洋

63 61
野月 浩史 多田 健

64 62
神馬 直久 前野 隆良

W.O. 64
野月 浩史 櫻井 和彰

60 75
野月 浩史 櫻井 和彰

W.O. 60
梅田 大輔 田口 颯大

83 83
梅田 大輔 田口 颯大

61 63
梅田 大輔 田口 颯大

61 64
山本 慎一 鮫島 孝文

75 62
梅田 大輔 田口 颯大

64 63

大塚 正 梅田 大輔 温井 伸浩

64 60,61 76(2)

砂川 誠治 温井 伸浩

62 梅田 大輔 小浜 和宏 61
83 W.O.

米須 清人 渡邉 陽介

62 61
米須 清人 塩津 晃

62 W.O.
狩野 寛央 油谷 将行

62 60
田中 圭介 油谷 将行

61 61
狩野 寛央 油谷 将行

63 61
狩野 寛央 中島 光朗

60 61
加藤 翔 油谷 将行

83 84
山迫 正博 早川 晃平

64 60
加藤 翔 瀧田 智哉

63 64
加藤 翔 瀧田 智哉

61 60
加藤 翔 瀧田 智哉

75 64
豊田 義治 醍醐 裕之

62 62
豊田 義治 田中 実

61 75
二ノ宮 知明

83 小浜 和宏

須藤 靖之 55RET 若宮 秀幸

63 63
須藤 靖之 若宮 秀幸

60 62
須藤 靖之 鮫島 章浩

76(3) 62
平石 健太郎 若宮 秀幸

76(4) 64
平石 健太郎 栗原 靖孝

61 62
杉浦 健彦 白井 隼人

76(7) 62
二ノ宮 知明 白井 隼人

83 63
二ノ宮 知明 小浜 和宏

60 84
二ノ宮 知明 小浜 和宏

62 W.O.
遠山 和成 小浜 和宏

W.O. 63
二ノ宮 知明 駒形 賢一

63 61
村山 健 小浜 和宏

61 62
村山 健 松島 寛司

62 61
松島 寛司

W.O.

３位決定戦

Final

嶋津 英樹 (Bay Wave) 58

2 齋藤 智己 (163cm) 石川 和彦

1 茶川 真也 (Bay Wave)

(ｳｲﾝｽﾞ) 59

3 西澤 秀介 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 安田 昂平 (fellows SPORTS) 60

4 中井 直人 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 板橋 隼人 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 61

草野 勝彦 (TEAM ZERO) 62

6 髙橋 義之 (一般) 原田 亨

5 兼本 泰嗣 (fellows SPORTS)

(ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ) 63

7 清水 勝利 (浦安ｸﾞﾘｰﾝ) 小﨑 博之 (一般) 64

8 前田 雄隆 (163cm) 奥野 峻史 (一般) 65

菊地 正好 (163cm) 66

10 金子 敦 (一般) 高月 張太

9 本間 康宏 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

(MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 67

11 渡辺 秀昭 (Bay Wave) 牧 万博 (美浜東) 68

12 木村 彰記 (ｳｲﾝｽﾞ) 黒田 啓道 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 69

今田 喜信 (日の出) 70

14 宮木 忠尚 (一般) 北村 公亮

13 菊地 登志章 (ｻﾝｺｰﾎﾟ)

(Bay Wave) 71

15 早野 正和 (TEAM ZERO) 多田 健 (TEAM ZERO) 72

16 土川 宏 (Bayside) 金子 正人 (一般) 73

(163cm) 74

18 古賀 仁 (青べか) 立田 隆洋

17 片山 彰 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

(INTC) 75

19 秋山 雄紀 (fellows SPORTS) 白井 弘幸 (Bay Wave) 76

20 神馬 直久 (一般) 前野 隆良 (一般) 77

78

22 野月 浩史 (163cm) 春藤 修

21 阿部 修太郎 (日の出)

(日の出) 79

23 梅田 大輔 (ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ) 田口 颯大 (一般) 80

24 大木 雄一朗 (一般) 大槻 吉毅 (fellows SPORTS) 81

82

26 山本 慎一 (入船東) 鮫島 孝文

25 芦田 正樹 (ｳｲﾝｽﾞ)

(青べか) 83

27 養父 剛太郎 (Bay Wave) 温井 伸浩 (Bayside) 84

28 大塚 正 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 今井 隆裕 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 85

86

30 山崎 直樹 (fellows SPORTS) 渡邉 陽介

29 砂川 誠治 (TEAM ZERO)

(163cm) 87

31 米須 清人 (日の出) 塩津 晃 (浦安ｸﾞﾘｰﾝ) 88

32 伊東 寛記 (Bay Wave) 中井 優 (東野) 89

90

34 田中 圭介 (ｳｲﾝｽﾞ) 渡辺 昌之

33 神馬 俊太郎 (一般)

(ｻﾝｺｰﾎﾟ) 91

35 狩野 寛央 (SOL) 水野 喜雅 (一般) 92

36 野月 翼 (163cm) 中島 光朗 (TEAM ZERO) 93

94

38 山迫 正博 (一般) 早川 晃平

37 藤原 健二 (青べか)

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 95

39 渡辺 雄 (東野) 圓山 康太 (ｳｲﾝｽﾞ) 96

40 加藤 翔 (TEAM ZERO) 瀧田 智哉 (163cm) 97

98

42 豊田 義治 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 佐竹 允介

41 津留 智浩 (入船東)

(Bay Wave) 99

43 斎 利彦 (Bay Wave) 田中 実 (日の出) 100

44 鈴木 明宏 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 若宮 秀幸 (163cm) 101

102

46 須藤 靖之 (163cm) 永井 寛章

45 本間 賢 (INTC)

(一般) 103

47 中島 誠 (Bay Wave) 鮫島 章浩 (Bay Wave) 104

48 平石 健太郎 (一般) 栗原 靖孝 (一般) 105

106

50 杉浦 健彦 (Bayside) 白井 隼人

49 遅澤 肇 (ｻﾝｺｰﾎﾟ)

(日の出) 107

51 新井 潤一 (Bay Wave) 古野 慎二 (WITH ) 108

52 二ノ宮 知明 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 髙橋 新一 (一般) 109

57 水上 雄貴 (ｴﾙｼﾃｨ)

小浜 和宏 (Bay Wave) 110

54 遠山 和成 (一般) 後藤 敬一

53 宇田川 泰右 (TEAM ZERO)

(ｱﾄﾐｯｸ) 111

112

56 山本 幸二 (美浜東) 川副 正樹 (ｳｲﾝｽﾞ) 113

55 村山 健 (日の出) 駒形 賢一 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

52 二ノ宮 知明 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 田口 颯大

松島 寛司 (TEAM ZERO) 114

青木 雅博 (fellows SPORTS) 115

優勝

準優勝

３位

４位

W.O.
(一般)

上斗米 靖夫 (美浜東)

西村 篤 (入船東)

醍醐 裕之 (青べか)

高橋 一成 (一般)

油谷 将行 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

村松 徳之 (ﾎﾟﾝｶﾗ)

土子 太一 (Bay Wave)

櫻井 和彰 (ｳｲﾝｽﾞ)

齋藤 一樹
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男子初級者

斉藤 潤 (一般)

葛西 宏樹 (fellows SPORTS)

一色 潤貴 (fellows SPORTS)

中村 晋也 (ｻﾝｺｰﾎﾟ)

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

斉藤 潤 加納 俊法

60 62

斉藤 潤 加納 俊法

62 62

斉藤 潤 加納 俊法

62 62

中谷 太郎 大石 暁広

W.O. 62

田村 陽紀 北川 浩太郎

62 76(3)

斉藤 潤 葛西 宏樹

61 63

清水 勝 葛西 宏樹

76(2) W.O.

前川 隆茂 葛西 宏樹

61 62

風間 俊太郎 葛西 宏樹

61 62

風間 俊太郎 岡田 泰礼

61 62

風間 俊太郎 斉藤 潤 田口 博隆

64 85 64

斉藤 潤 葛西 宏樹

82 82

古田 悟 原田 昌史

63 63

鈴木 茂央 原田 昌史

62 63

一色 潤貴 川野 芳朗

63 61

一色 潤貴 岡野 亮吾

64 76(5)

一色 潤貴 川野 芳朗

64 61

一色 潤貴 中村 晋也

61 63

旗生 剛 祖父江 勇

64 60

旗生 剛 祖父江 勇

62 64

生田 章雄 中村 晋也

64 75

野中 寧 川﨑 雄大

61 61

生田 章雄 中村 晋也

64 63

３位決定戦

Final

泉澤 竣輔 (fellows SPORTS) 25

2 齋藤 智範 (青べか) 加納 俊法

1 山本 直樹 (fellows SPORTS)

(入船北) 26

3 斉藤 潤 (一般) 酒井 宏輔 (一般) 27

4 水野 亨 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 大石 暁広 (翼) 28

笹田 玲 (ｳｲﾝｽﾞ) 29

6 田村 陽紀 (fellows SPORTS) 北川 浩太郎

5 中谷 太郎 (翼)

(一般) 30

7 清水 勝 (INTC) 佐々木 崇之 (一般) 31

8 前川 隆茂 (翼) 田中 敦彦 (翼) 32

葛西 宏樹 (fellows SPORTS) 33

10 坂本 英明 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 原田 陽平

9 佐々木 務 (一般)

(INTC) 34

11 風間 俊太郎 (一般) 岡田 泰礼 (NSTC) 35

12 岩本 陽巧 (fellows SPORTS) 田口 博隆 (一般) 36

37

14 鈴木 茂央 (翼) 原田 昌史

13 古田 悟 (ｳｲﾝｽﾞ)

(INTC) 38

15 三上 裕 (一般) 菅田 俊介 (翼) 39

16 小谷田 誠 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 若山 光洋 (fellows SPORTS) 40

18 喜多 恒平 (一般) 川野 芳朗

17 一色 潤貴 (fellows SPORTS)

19 山田 徹也 (一般) 泉水 信男 (Bay Wave) 43

20 旗生 剛 (青べか) 田村 圭司 (一般) 44

22 増田 漣󠄁 (一般) 川﨑 雄大

21 鹿目 紹夫 (INTC)

17 一色 潤貴 (fellows SPORTS) 中村 晋也

23 野中 寧 (fellows SPORTS) 柴田 良浩

24 生田 章雄 (Bay Wave) 中村 晋也

優勝

準優勝

３位

４位

84

47

48

(ｻﾝｺｰﾎﾟ) 48

(翼)

(ｻﾝｺｰﾎﾟ)

祖父江 勇 (fellows SPORTS) 45

(一般) 46

岡野 亮吾 (青べか) 41

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 42

山本 明 (一般)
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男子45

鈴木 邦男 (一般)

島崎 真 (ﾎﾟﾝｶﾗ)

石山 真吾 (ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ)

小田 徹志 (一般)

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

○はシード番号

鈴木 邦男 古美山 茂樹

84 98(5)

佐瀬 陽一郎 佐藤 勝馬

82 84

鈴木 邦男 小田 徹志

81 81

堀場 謙 鈴木 紀幸

82 82

斎藤 俊 小田 徹志

86
鈴木 邦男

84

斎藤 俊
62,62

60RET
鈴木 邦男 島崎 真

W.O. W.O.
倉田 和弥

W.O.

石山 真吾 倉田 和弥

84 W.O.

石山 真吾 島崎 真

W.O. 84

石山 真吾 河勝 重之

81 W.O.

竹内 久人 島崎 真

97 82

原田 義彦

83

2 佐瀬 陽一郎 (日の出) 佐藤 勝馬

1 鈴木 邦男 (一般)①

3 土井 和明 (TEAM ZERO) 大西 裕吉 (東野) 16

4 堀場 謙 (入船東) 鈴木 紀幸 (SOL) 17

6 斎藤 俊 (SOL) 小田 徹志

5 友田 耕生 (一般)

7 盛重 知也 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 宇田川 幸雄 (一般) 20

8 伊藤 智之 (一般) 倉田 和弥 (ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ) 21

(日の出) 川合 学

9 石山 真吾 (ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ)

Final

古美山 茂樹

13 原田 義彦 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)

12 中畑 寛延 (美浜東) 島崎 真

11 竹内 久人 (一般) 河勝 重之

10 新堀 英樹

優勝

準優勝

３位

３位

②

③

寺畠 知道 (Air-K) 22

(一般) 23

山南 建二 (入船東) 18

(一般) 19

(ﾎﾟﾝｶﾗ) 25

(SOL) 24

(日の出) 14

(TEAM ZERO) 15
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男子55

高濱 牧人 (INTC)

吉川 実 (ｻﾝｺｰﾎﾟ)

國定 仁 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

佐藤 達明 (NSTC)

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

○はシード番号

高濱 牧人 江村 利明

80 85

渡邊 廣章 江村 利明

W.O.
高濱 牧人

82

86
安部 好夫

81

津田 純一 國定 仁

W.O.
高濱 牧人

83

82
松井 康雄

82

渡辺 友一

84
國定 仁

渡辺 友一

82
國定 仁

81 82

永守 博 高濱 牧人 國定 仁

W.O. 85 86

高濱 牧人 吉川 実

97 83

森本 稔 奈良 伸一

86 83

坂井 宣夫 吉川 実

84
久保 公孝

85

97
吉川 実

80

久保 公孝

82
吉川 実

佐藤 達明

82
和田 誠

83 83

佐藤 達明

85
藤本 正之

W.O.
道籏 繁樹

佐藤 達明

W.O.

岩森 和徳

82
藤本 正之

80 82

神谷 秀樹

83

３位決定戦

Final

小菅 邦昭 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 20

2 斉藤 扶知雄 (東野) 江村 利明

1 高濱 牧人 (INTC)

(一般) 21

①

3 渡邊 廣章 (一般) 安部 好夫 (浦安ｸﾞﾘｰﾝ) 22

4 川上 裕之 (ｱﾄﾐｯｸ) 宮崎 正示 (fellows SPORTS) 23

阿部 尊史 (日の出) 24

6 長島 哲夫 (一般) 松井 康雄

5 津田 純一 (ﾎﾟﾝｶﾗ)

(ｱﾄﾐｯｸ) 25

7 渡辺 友一 (SOL) 佃 喜雄 (舞浜) 26

8 永守 博 (ｳｲﾝｽﾞ) 國定 仁 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 27

10 森本 稔 (青べか) 奈良 伸一

9 篠田 昇 (Bay Wave) 中島 研二

11 永井 優 (日の出) 藤本 俊 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 30

12 坂井 宣夫 (美浜東) 川合 良行 (一般) 31

14 金子 総夫 (一般) 和田 誠

13 久保 公孝 (ｱﾄﾐｯｸ)

35

15 佐藤 達明 (NSTC) 工藤 正人 (ｴﾙｼﾃｨ) 34

16 最上 健 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 加澤 秀之 (東野)

(NSTC) 28

(NSTC) 29

19 神谷 秀樹 (ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ)

道籏 繁樹 (ｳｲﾝｽﾞ) 36

18 河井 繁樹 (一般) 藤本 正之

17 岩森 和徳 (浦安ｸﾞﾘｰﾝ)

優勝

準優勝

３位

４位

84

②

③

④

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 2715 佐藤 達明 (NSTC) 國定 仁

(日の出) 37

吉川 実 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 32

(一般) 33



第33回春季市民体育大会（シングルス） 浦安市テニス協会　

男子65

室伏 雅之 (ｴﾙｼﾃｨ)

三寺 哲夫 (ｴﾙｼﾃｨ)

阿部 均 (一般)

大嶽 慎一 (美浜東)

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

○はシード番号

阿部 均 三寺 哲夫

81 83

金兵 孝雄 三寺 哲夫

80 81

阿部 均 小林 紀久雄

80 83

内山 和美 三寺 哲夫

84 84

内山 和美 行武 清蔵

82
室伏 雅之

83

日比野 和久
81

大野 清和

84
室伏 雅之 三寺 哲夫

85

98(3) 83

宮本 秀雄 奥村 修二

80 W.O.

中村 覚 新井 実

W.O. 86

室伏 雅之 新井 実

W.O. 84

室伏 雅之 大嶽 慎一

84 84

室伏 雅之 菅原 博和

82 84

羽生 裕 大嶽 慎一

W.O. 98(2)

３位決定戦

Final

三寺 哲夫 (ｴﾙｼﾃｨ) 15

2 金兵 孝雄 (美浜東) 今井 伸

1 阿部 均 (一般)

(入船北) 16

①

3 三島 章 (浦安ｸﾞﾘｰﾝ) 小林 紀久雄 (日の出) 17

4 山北 洋二 (INTC) 石川 雅己 (INTC) 18

行武 清蔵 (NSTC) 19

6 日比野 和久 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 山脇 正義

5 内山 和美 (日の出)

(ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 20

奥村 修二 (NSTC) 22

7 古宮 義久 (NSTC) 大野 清和 (一般) 21

11 室伏 雅之 (ｴﾙｼﾃｨ)

8 宮本 秀雄 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

内田 哲雄 (日の出) 23

10 中村 覚 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 谷口 眞佐司

9 藤井 直孝 (日の出)

(MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 24

新井 実 (ﾏｽﾀｰｽﾞ) 25

14 吉田 正二 (INTC) 大嶽 慎一

13 羽生 裕 (美浜東)

12 斉藤 和 (日の出)

優勝

準優勝

３位

４位

86

②

1 阿部 均 (一般) 大嶽 慎一 (美浜東) 28

布施 眞 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 27

(美浜東) 28

菅原 博和 (INTC) 26
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男子70

津野 秋彦 (NSTC)

川口 勝章 (NSTC)

渡邊 幸次 (ｳｲﾝｽﾞ)

小西 英雄 (ｻﾝｺｰﾎﾟ)

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

○はシード番号

川口 勝章 岡野 功

83 82

鷲主 克彦 小西 英雄

81

川口 勝章

84

81

小西 英雄

津野 秋彦

80

高橋 憲三

84

81

川口 勝章 津野 秋彦

85 85

大野 拓次郎

82

河野 晶二郎

97

津野 秋彦

渡邊 幸次

80

佐々木 亨

86 82

渡邊 幸次 津野 秋彦

82 97

３位決定戦

12

岡野 功

1 川口 勝章 (NSTC)

2 鷲主 克彦 (ｴﾙｼﾃｨ)

① 池田 徳次

(入船東) 宮木 忠治 (ﾏｽﾀｰｽﾞ)

(入船東) 10

4 荒木 忠良 (ﾏｽﾀｰｽﾞ) 13小西 英雄 (ｻﾝｺｰﾎﾟ)

(青べか) 11

3 新田 皓司

神谷 アントニオ (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 14

(入船北) 15

5 高橋 憲三 (青べか)

大野 拓次郎

7 河内 建男 (INTC)

6 河野 晶二郎 (日の出)

宮澤　龍雄

佐々木 亨

(ﾏｽﾀｰｽﾞ) 17

(日の出) 16

9 兼子 修 (NSTC)

8 渡邊 幸次 (ｳｲﾝｽﾞ)

②

③

④

13

津野 秋彦 (NSTC) 18

8 渡邊 幸次 (ｳｲﾝｽﾞ) 小西 英雄 (ｻﾝｺｰﾎﾟ)
81

優勝

準優勝

３位

４位

Final
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女子A

中 毬瑛 (TEAM ZERO)

高橋 純子 (一般)

宮山 貴子 (TEAM ZERO)

垣屋 美智子 (青べか)

1R 2R SF SF 2R 1R

○はシード番号

中 毬瑛 宮山 貴子

W.O.

宮山 貴子

81

中 毬瑛 中 毬瑛

82

82
62,60

垣屋 美智子

83 (N.S.)

高橋 純子

W.O.

３位決定戦

8

宮山 貴子

1 冨貴塚 優子 (Bayside)

2 中 毬瑛 (TEAM ZERO)

① 熊谷 美恵

(日の出) 清水 礼子 (翼)

(青べか) 6

4 垣屋 美智子 (青べか) 小浜 智子 (Bay Wave) 9

(TEAM ZERO) 7

3 清水 和子

野村 悠希 (TEAM ZERO) 10

高橋 純子 (一般) 11

5 橋田 未知子 (ﾎﾟﾝｶﾗ)

②

宮山 貴子 (TEAM ZERO) 74 垣屋 美智子 (青べか)
82

優勝

準優勝

３位

４位

Final

中 毬瑛 高橋 純子

82 85
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女子B

野田 雅子 (fellows SPORTS)

宇田川 実央 (TEAM ZERO)

宇田川 理津子 (TEAM ZERO)

山本 明子 (浦安ｸﾞﾘｰﾝ)

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

山本 明子 野田 雅子

85 83

坂根 寛美 野田 雅子

81
山本 明子

85

83
野田 雅子

80

山本 清美 野田 雅子 西原 知子

85
57,61,10-5

85

宇田川 実央 野田 雅子 北村 雅美

85 86 84

加藤 美穂

82

加藤 美穂 宇田川 理津子

80 81

宇田川 実央 宇田川 理津子

86 W.O.

宇田川 実央 宇田川 理津子

97 83

宇田川 実央 佐久間 英子

81 86

佐久間 英子

86

３位決定戦

Final

園田 佳奈子 (TEAM ZERO) 12

2 坂根 寛美 (TEAM ZERO) 野田 雅子

1 山本 明子 (浦安ｸﾞﾘｰﾝ)

(fellows SPORTS) 13

3 久保 久仁 (Bay Wave) 竹内 恵子 (ｳｲﾝｽﾞ) 14

(Bay Wave) 17

4 井手尾 浩子 (ｴﾙｼﾃｨ) 西原 知子 (ｱﾄﾐｯｸ) 15

6 種池 なおみ (ｱﾄﾐｯｸ) 北村 雅美

5 山本 清美 (美浜東)

7 小田 小牧 (一般) 中島 佳子 (Bay Wave) 18

8 加藤 美穂 (ｳｲﾝｽﾞ) 宇田川 理津子 (TEAM ZERO) 19

10 宇田川 実央 (TEAM ZERO) 佐久間 英子

9 羽生 有子 (fellows SPORTS)

1 山本 明子 (浦安ｸﾞﾘｰﾝ)

11 有馬 陽子 (青べか)

優勝

準優勝

３位

４位

85
19

22

三橋 なぎさ (NSTC) 23

狩野 加奈子 (SOL)

宇田川 理津子 (TEAM ZERO)

深谷 幸子 (ｻﾝｺｰﾎﾟ) 20

(ｳｲﾝｽﾞ) 21

陳 玉霞 (青べか) 16
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女子初級者

櫻井 正子 (ｳｲﾝｽﾞ)

東地 裕美 (青べか)

酒井 祐子 (一般)

渕上 陽子 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

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

堀切 真桜 東地 裕美

63 64

谷島 和実 東地 裕美

63 60

酒井 祐子 東地 裕美

61 63

田口 泉 星野 万里奈

75 63

酒井 祐子 星野 万里奈

63
櫻井 正子

62

酒井 祐子
85

63
櫻井 正子 東地 裕美

81 85
谷島 和子

62

櫻井 正子 谷島 和子

61 W.O.

櫻井 正子 渕上 陽子

62 60

櫻井 正子 渕上 陽子

61 64

高木 玉智 渕上 陽子

62 63

高木 玉智

63

３位決定戦

14

2 望月 啓子 (青べか) 東地 裕美

1 堀切 真桜 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

(青べか) 15

3 谷島 和実 (一般) 中谷 有香子 (一般) 16

4 田口 泉 (一般) 木村 恵 (一般) 17

18

6 川畑 聖子 (fellows SPORTS) 山本 美生子

5 吉山 由美 (Bay Wave)

(fellows SPORTS) 19

7 酒井 祐子 (一般) 徳留 千枝 (Bay Wave) 20

8 坂本 未穂 (青べか) 谷島 和子 (一般) 21

22

10 笠原 美羽 (一般) 風間 麻衣子

9 櫻井 正子 (ｳｲﾝｽﾞ)

(一般) 23

11 高木 玉智 (入船北) 渕上 陽子 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ) 24

12 谷島 実乃里 (一般) 山本 由美 (一般) 25

24

13 清水 輝美 (一般)

7 酒井 祐子 (一般)

優勝

準優勝

３位

４位

86 渕上 陽子 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)

岡田 里恵 (翼)

星野 万里奈 (Bay Wave)

Final

村井 美輪子 (ﾜﾝﾜｰﾙﾄﾞ)
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女子50

早川 美佳 (一般)

川村 千鶴 (ｱﾄﾐｯｸ)

古美山 美奈子 (日の出)

渡辺 洋子 (ｻﾝｺｰﾎﾟ)

1R 2R SF SF 2R 1R

○はシード番号

渡辺 洋子 古美山 美奈子

W.O.

早川 美佳

W.O.

渡辺 洋子
82

83

早川 美佳

82

川村 千鶴

W.O.

３位決定戦

(日の出) 6

(ｻﾝｺｰﾎﾟ) (一般)

渡辺 真奈美

①

Final

古美山 美奈子1

川村 千鶴 (ｱﾄﾐｯｸ)

吉田 清美 (ﾎﾟﾝｶﾗ)

2 由良 泰子 (日の出)

3 渡辺 洋子 早川 美佳

(ｻﾝｺｰﾎﾟ)

8

4 仲井 陽子 (東野) 村田 理恵 (ﾎﾟﾝｶﾗ) 9

5

3 渡辺 洋子

②

古美山 美奈子 (日の出) 6

7(ﾎﾟﾝｶﾗ)

85

優勝

準優勝

３位

４位

川村 千鶴 早川 美佳

82 83
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女子60

高橋 義子 (日の出)

佐藤 ゆう子 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)

山中 ひろ美 (ｳｲﾝｽﾞ)

上坂 る美子 (日の出)

1R 2R SF SF 2R 1R

○はシード番号

上坂 る美子 佐藤 ゆう子

63
高橋 義子

60

坂井 千津子
62

W.O.

山中 ひろ美

62

高橋 義子

64

３位決定戦

① 佐藤 ゆう子

00 RET

2 坂井 千津子 (美浜東)

1 上坂 る美子 (日の出)

山中 ひろ美 (ｳｲﾝｽﾞ) 8

阿部 和子

3 山本 直子 (MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ)

(MFｽﾀｰﾀﾞｽﾄ) 6

9

1 上坂 る美子 (日の出)

4 高橋 義子 (日の出)

W.O.

(一般) 7

②

山中 ひろ美 (ｳｲﾝｽﾞ) 8

5 平林 悦子 (青べか)

久場 睦子 (日の出)

優勝

準優勝

３位

４位

Final

高橋 義子 佐藤 ゆう子

62


