
＜大沼会場＞

Ａ  ブロック　大沼会場 １７２歳～２５４歳

計年齢 チーム クラブ 名前 所属 名前 所属
254 よせなべ 庄和 山谷慶吾 庄和 河口正美 庄和

① 長谷川幸太 武里 三田美加 ﾚｯｽﾞ よせなべ 5-6 6-2 パルプンテ 6-0 4-6
中澤征樹 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 加藤晶子 庄和 ① （庄和） 6-0 6-1 ⑨ （ﾄｺﾛﾃﾝ） 6-0 6-2

231 パティオ ﾄｺﾛﾃﾝ 森田倫広 ﾄｺﾛﾃﾝ 佐藤秀子 庄和 １位 6-4 6-0 １位 6-0 6-4
② 木村和司 ﾄｺﾛﾃﾝ 松岡美佐子 ﾄｺﾛﾃﾝ パティオ 6-5 6-2 コマじろう 0-6 0-6

山田英樹 ﾄｺﾛﾃﾝ 蓜島光代 ﾄｺﾛﾃﾝ ② （ﾄｺﾛﾃﾝ） 0-6 6-0 ⑩ （春硬） 0-6 0-6
172 アルパカ ﾄｺﾛﾃﾝ 村山征寛 ﾄｺﾛﾃﾝ 奈良ライラ ﾄｺﾛﾃﾝ ２位 4-6 6-2 ３位 0-6 0-6

③ 田辺翔太 ﾄｺﾛﾃﾝ 藤原彩加 ﾄｺﾛﾃﾝ アルパカ 2-6 6-0 PEAPS 6-4 6-0
星野聡 ﾄｺﾛﾃﾝ 岡崎志帆子 ﾄｺﾛﾃﾝ ③ （ﾄｺﾛﾃﾝ） 1-6 6-1 ⑪ （ﾄｺﾛﾃﾝ） 2-6 6-0

205 BREMEN ﾙﾈｻﾝｽ 尾花彰一 ﾙﾈｻﾝｽ 大竹あゆ美 ﾙﾈｻﾝｽ ３位 0-6 6-2 ２位 4-6 6-0
④ 大島浩幸 ﾙﾈｻﾝｽ 佐藤美和子 ﾙﾈｻﾝｽ BREMEN 2-6 0-6

飯塚稔 ﾙﾈｻﾝｽ 村田千春 ﾙﾈｻﾝｽ ④ （ﾙﾈｻﾝｽ） 0-6 1-6
230 池田屋 ｴﾙｳﾞｪ 池田典義 ｴﾙｳﾞｪ 伊藤史子 S.MAX ４位 2-6 2-6

⑤ 木原功仁 ｴﾙｳﾞｪ 日下部由美子 S.MAX
鈴木理 ｴﾙｳﾞｪ 城野茜 ｴﾙｳﾞｪ

241 キリン ﾄｺﾛﾃﾝ 野口泰弘 ﾄｺﾛﾃﾝ 松永素子 ﾄｺﾛﾃﾝ
⑥ 関澤健太 ﾄｺﾛﾃﾝ 松本布美子 ﾄｺﾛﾃﾝ

坂口剛 ﾄｺﾛﾃﾝ 会田やよい ﾄｺﾛﾃﾝ 池田屋 6-0 6-2 右川組 6-0 6-2
205 ヘッドロココ ﾄｺﾛﾃﾝ 富岡優一 ﾄｺﾛﾃﾝ 鳩貝友美 ﾄｺﾛﾃﾝ ⑤ （ｴﾙｳﾞｪ） 6-1 6-0 ⑫ （ｴﾙｳﾞｪ） 6-0 6-1

⑦ 倉持吉伸 ﾄｺﾛﾃﾝ 三ツ橋亜季子 ﾄｺﾛﾃﾝ １位 6-3 6-2 １位 5-6 6-0
海老原  和雄 ﾄｺﾛﾃﾝ 三井咲美 ﾄｺﾛﾃﾝ キリン 0-6 6-0 scratch 0-6 6-4

254 ﾙﾈｻﾝｽ ルネザンス 飛鳥馬孝之 ﾙﾈｻﾝｽ 田中てるみ ﾚｯｸTS ⑥ （ﾄｺﾛﾃﾝ） 1-6 6-4 ⑬ （ﾄｺﾛﾃﾝ） 0-6 6-4

⑧ 斉藤広大 ﾙﾈｻﾝｽ 岡山和恵 ﾙﾈｻﾝｽ ２位 3-6 6-1 ２位 6-5 6-1
川口義直 ﾙﾈｻﾝｽ 神山陽子 ﾄｺﾛﾃﾝ ヘッドロココ 2-6 6-0 スイーツ男子 2-6 4-6

175 パルプンテ ﾄｺﾛﾃﾝ 飯島克成 ﾄｺﾛﾃﾝ 宇佐美美有紀 春硬 ⑦ （ﾄｺﾛﾃﾝ） 0-6 6-3 ⑭ （ﾄｺﾛﾃﾝ） 1-6 4-6

⑨ 小堀達也 ﾄｺﾛﾃﾝ 川崎民江 ﾄｺﾛﾃﾝ ３位 2-6 6-3 ３位 0-6 1-6
宮田大輔 ダボ 関根綾子 ﾄｺﾛﾃﾝ ﾙﾈｻﾞﾝｽ 0-6 0-6

241 コマじろう 春硬 圓子恭弘 春硬 小路由美 ﾚｯｽﾞ ⑧ （ﾙﾈｻﾝｽ） 4-6 3-6
⑩ 坂野優壮 春硬 八木下知恵 ﾚｯｽﾞ ４位 1-6 3-6

斉藤亮太 春硬 石井美幸 ﾚｯｽﾞ
204 PEAPS ﾄｺﾛﾃﾝ 三國倫敬 ﾄｺﾛﾃﾝ 中村純子 ﾄｺﾛﾃﾝ

⑪ 渡邊成児 ﾄｺﾛﾃﾝ 鷲見由佳 ﾄｺﾛﾃﾝ 決勝１位通過者トーナメント 決勝２位通過者トーナメント
豊田拓巳 ﾄｺﾛﾃﾝ 広瀬るりえ ﾄｺﾛﾃﾝ 6-2 6-5

219 右川組 ｴﾙｳﾞｪ 右川信司 ｴﾙｳﾞｪ 坂本香織 ｴﾙｳﾞｪ パルプンテ 6-4 キリン 6-0
⑫ 丸山  博太郎 ﾄｺﾛﾃﾝ 前志津香 ｴﾙｳﾞｪ （ﾄｺﾛﾃﾝ） 4-6 （ﾄｺﾛﾃﾝ） 6-5

猪股由之 ｴﾙｳﾞｪ 鈴木理紗 ｴﾙｳﾞｪ 池田屋 パティオ
239 scratch ﾚｯｽﾞ 米倉靖行 ﾚｯｽﾞ 相澤直子 ﾚｯｽﾞ （ｴﾙｳﾞｪ） 右川組 （ﾄｺﾛﾃﾝ） PEAPS

⑬ 粟屋雄稀 粟屋淳子 ﾚｯｽﾞ よせなべ （ｴﾙｳﾞｪ） PEAPS （ﾄｺﾛﾃﾝ）

木田恵介 FFTC 木田美希 FFTC （庄和） 3-6 （ﾄｺﾛﾃﾝ） 6-1
235 スイーツ男子 ﾄｺﾛﾃﾝ 関根健 ﾄｺﾛﾃﾝ 荒川雅子 YOU 右川組 6-3 6-1 scratch 6-2 6-1

⑭ 圓子航平 春硬 村岡ゆかり ﾚｯｽﾞ （ｴﾙｳﾞｪ） 6-0 6-3 （ﾄｺﾛﾃﾝ） 6-3 6-1
渡邉善仁 ﾄｺﾛﾃﾝ 斉賀由紀子 ﾄｺﾛﾃﾝ 5-6 6-3

ｂ 池田屋 キリン ﾙﾈｻﾝｽ

春日部市テニス協会  年齢別団体戦

参加者名簿一覧

a

大沼会場　　　１７２歳～２５４歳

よせなべ パティオ アルパカ ｃ パルプンテ コマじろうBREMEN

ｄ 右川組 scratch スイーツ男子

PEAPS

×

×

×

×

×

×

×

×

ヘッドロココ



＜谷原会場＞

Ｂ  ブロック　谷原会場 ２５５～２７５歳

 計年齢 チーム クラブ 名前 所属 名前 所属
275 進撃の予定 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 山本雄史 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 西江美枝 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ

① 清水謙 武里 堀内聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 進撃の予定 若づくり本舗
円崎直樹 武里 平野幸子 庄和 ① （ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ） ⑦ （ﾚｯｽﾞ）

255 シーウェーブシックス ﾚｯｽﾞ 熊谷盛樹 ﾚｯｽﾞ 山木真知子 ﾚｯｽﾞ

② 中司琢也 ﾚｯｽﾞ 三枝由起枝 ﾚｯｽﾞ シーウェーブシックス がちゃぴん
山木啓一郎 ﾚｯｽﾞ 渡邉和子 ﾚｯｽﾞ ② （ﾚｯｽﾞ） ⑧ （fun）

265 肩こり系 春硬 宍倉正浩 春硬 中村尋子 春硬

③ 中川道雄 春硬 古澤優子 春硬 肩こり系 エースを狙えⅡ
井上智夫 春硬 中村晴子 春硬 ③ （春硬） ⑨ （ダボ）

271 チームぽんこつ 武里 柳荘一 武里 谷利麻理子 武里

④ 花田一成 武里 中村貴子 ﾄｺﾛﾃﾝ 　 　 　 　 　 　
中島圭祐 武里 細野美和 ﾄｺﾛﾃﾝ

270 D&M D&M 森田伸康 D&M 名倉富美子 D&M
⑤ 鮫島博 D&M 森実まゆ D&M

遠藤聡 D&M 坂井昌子 D&M チームぽんこつ 安心してください！

259 オレンジーナ２ ﾄｺﾛﾃﾝ 中村誉 ﾄｺﾛﾃﾝ 舘崎裕子 ﾄｺﾛﾃﾝ ④ （武里） ⑩ チャンボいきます

⑥ 川島修平 ﾄｺﾛﾃﾝ 名越万利子 ﾄｺﾛﾃﾝ （ﾚｯｽﾞ）
舘崎和成 ﾄｺﾛﾃﾝ 吉田尚子 fun D&M チームエガリテ

269 若づくり本舗 ﾚｯｽﾞ 日高誠 ﾚｯｽﾞ 山本美恵子 ﾚｯｽﾞ ⑤ （D&M） ⑪ （ﾄｺﾛﾃﾝ）
⑦ 高橋達郎 ﾚｯｽﾞ 飯田洋子 ﾚｯｽﾞ

西澤孝浩 ﾄｺﾛﾃﾝ 高橋美和子 ﾄｺﾛﾃﾝ オレンジーナ２ フォーティーズ
256 がちゃぴん fun 古河誠 ﾄｺﾛﾃﾝ 新実昌美 fun ⑥ （ﾄｺﾛﾃﾝ） ⑫ （ｱﾙﾄ）

⑧ 直井和徳 ﾄｺﾛﾃﾝ 森田和子 fun
竹内達彦 ﾄｺﾛﾃﾝ 牧良子 fun

266 エースを狙えⅡ ダボ 新井俊行 ダボ 嶋村洋子 ダボ （）
⑨ 杉本一夫 ダボ 移川陽子 ダボ

倉若奨 ダボ 岩岳詠美 ダボ 決勝１位通過者トーナメント 決勝２位通過者トーナメント
272 安心してください！ ﾚｯｽﾞ 阿部田仁 ﾚｯｽﾞ 藤田伸子 ﾚｯｽﾞ

⑩ チャンボいきます 石島祐輝 ﾚｯｽﾞ 君村規子 庄和
豊田浩輝 FFTC 横井直美 ﾄｺﾛﾃﾝ

255 チームエガリテ ﾄｺﾛﾃﾝ 野口由雄 ﾄｺﾛﾃﾝ 福田裕子 ﾄｺﾛﾃﾝ
⑪ 飯田典幸 ﾄｺﾛﾃﾝ 柿木直恵 ﾄｺﾛﾃﾝ

塚本栄人 ﾄｺﾛﾃﾝ 伊藤浩子 ﾄｺﾛﾃﾝ
263 フォーティーズ ｱﾙﾄ 藤田雅量 ｱﾙﾄ 石川香織 FFTC

⑫ 出口卓央 ｱﾙﾄ 井上由起 FFTC
品田賢大 ｱﾙﾄ 古賀千恵 ﾄｺﾛﾃﾝ

ｄ
安心してください
チャンボいきます チームエガリテ フォーティーズb チームぽんこつ D&M オレンジーナ２

ｃ 若づくり本舗 がちゃぴん エースを狙えⅡ

春日部市テニス協会  年齢別団体戦

参加者名簿一覧
谷原会場　　　２５５歳～２７５歳

a 進撃の予定 シーウェーブシックス 肩こり系



＜庄和会場＞

　

Ｃ ブロック　庄和会場 ２７７歳～３０９歳

計年齢 チーム クラブ 名前 所属 名前 所属
277 庄和ラスカル 庄和 米澤圭祐 庄和 岩倉佳美 庄和

① 永吉申作 庄和 小坂早苗 庄和 庄和ラスカル 2-6 0-6 桔梗 6-1 6-3
森本明伸 庄和 板垣かおり 庄和 ① （庄和） 6-2 4-6 ⑦ （FFTC） 6-3 6-3

301 さんまるいち ﾚｯｽﾞ 倉橋渉 ﾚｯｽﾞ 後庵恭子 ﾚｯｽﾞ ２位 6-4 6-4 １位 2-6 6-3
② 相楽毅 ﾚｯｽﾞ 石倉雅子 ﾚｯｽﾞ さんまるいち 6-2 4-6 恋する夏の日Ⅱ 1-6 3-6

高橋謙造 ﾚｯｽﾞ 中川美奈 ﾚｯｽﾞ ② （ﾚｯｽﾞ） 2-6 3-6 ⑧ （ダボ） 3-6 1-6
282 クイーンアリスのチーズケーキ YOU 石井文男 YOU 横山紀子 YOU ３位 4-6 6-4 ３位 6-2 6-3

③ 島谷一城 YOU 宮川すなお YOU クイーンアリスのチーズケーキ 6-0 6-4 木曜ナイトエンジェル 3-6 6-3
大山涼 YOU 小池絵理 YOU ③ （YOU） 6-4 6-3 ⑨ （庄和） 3-6 6-1

290 QUEEN,North (北) 庄和 今野忠光 庄和 喜多初代 庄和 １位 4-6 4-6 ２位 3-6 3-6
④ 島村和利 庄和 石野美智子 庄和 　 　 　 　 　 　

深谷優也 庄和 石崎さとみ 庄和 　 　
299 Black Swamp 春硬 田口伸也 春硬 曽我智子 春硬 　 　 　 　 　 　

⑤ 黒沼喜久二 春硬 沙魚川彩子 春硬
浦部一男 春硬 鈴木由美子 春硬

294 パンダ ﾄｺﾛﾃﾝ 高鳥信一 ﾚｯｽﾞ 山口美幸 ﾄｺﾛﾃﾝ QUEEN,North (北) 5-6 2-6 アンタに頼り隊 6-4 6-2
⑥ 柳沢篤 ﾚｯｽﾞ 高津戸恵美子 ﾄｺﾛﾃﾝ ④ （庄和） 6-0 6-1 ⑦ （ﾚｯｽﾞ） 6-1 6-0

小林雄一 ﾄｺﾛﾃﾝ 高木智子 ﾚｯｽﾞ １位 6-3 6-3 １位 6-3 6-3
308 桔梗 FFTC 木村昭憲 FFTC 富田十和子 FFTC Black Swamp 6-5 3-6 ひまわり 4-6 5-6

⑦ 大石修二 FFTC 安藤とし江 FFTC ⑤ （春硬） 0-6 3-6 ⑧ （ﾙﾈｻﾝｽ） 1-6 6-5
岩阪眞詩 FFTC 金子光江 FFTC ３位 3-6 5-6 ２位 3-6 6-5

291 恋する夏の日Ⅱ ダボ 栗原修一 ダボ 池田由美 ダボ パンダ 6-2 6-3 Ｔｅａｍ ＳＨＩＮＹ 2-6 6-5
⑧ 芳口哲也 ダボ 若尾真理子 ダボ ⑥ （ﾄｺﾛﾃﾝ） 1-6 6-3 ⑨ （庄和） 0-6 5-6

古谷恒治 ダボ 小野寺順子 ダボ ２位 3-6 6-5 ３位 3-6 5-6
309 木曜ナイトエンジェル 庄和 藤間丈 庄和 増田宏美 庄和

⑨ 郡嶋政司 ダボ 小野寺文子 庄和
湯川克巳 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 鈴木登美子 S.MAX

302 アンタに頼り隊 ﾚｯｽﾞ 鈴木隆之 ﾚｯｽﾞ 林芙美子 ﾚｯｽﾞ 決勝１位通過者トーナメント 決勝２位通過者トーナメント
⑩ 一色賢三 ﾚｯｽﾞ 中川教子 庄和 6-2 6-0

米沢孝治 ﾚｯｽﾞ 土岐由美子 春硬 桔梗 4-6 木曜ナイトエンジェル 6-１
303 ひまわり ﾙﾈｻﾝｽ 玉井雅一 ﾙﾈｻﾝｽ 松本雅子 FFTC （FFTC） 6-4 （庄和） 3-6

⑪ 豊田裕光 ﾙﾈｻﾝｽ 岩田美智子 ﾙﾈｻﾝｽ アンタに頼り隊 庄和ラスカル
近藤琢磨 ﾙﾈｻﾝｽ 野呂恵子 春硬 （ﾚｯｽﾞ） （庄和） パンダ

292 Ｔｅａｍ ＳＨＩＮＹ 庄和 北濱信彦 庄和 北濱富佐子 庄和 QUEEN,North (北) （YOU） ひまわり （ﾄｺﾛﾃﾝ）
⑫ 中野哲也 ﾚｯｽﾞ 宇野純子 庄和 （庄和） 6-2 （ﾙﾈｻﾝｽ） 1-6

米丸一樹 庄和 米丸理子 庄和 クイーンアリスのチーズケーキ 6-1 6-1 パンダ 6-5 6-0
（YOU） 0-6 6-1 （ﾄｺﾛﾃﾝ） 6-4 6-2

6-4 6-３

クイーンアリスのチーズケーキ

春日部市テニス協会  年齢別団体戦

参加者名簿一覧
庄和会場    ２７７歳～３０９歳

a 庄和ラスカル さんまるいち クイーンアリスのチーズケーキ 桔梗 恋する夏の日Ⅱ 木曜ナイトエンジェル

アンタに頼り隊

ｃ

b QUEEN,North (北) Black Swamp パンダ ひまわり Ｔｅａｍ ＳＨＩＮＹｄ



＜谷原会場＞

Ｄブロック　谷原会場 ３０９歳～３８７歳

計年齢 チーム クラブ 名前 所属 名前 所属
315 オフィシャル 武里 米地篤 武里 谷利ゆり子 武里

① 彦野義明 武里 澤入志津子 武里 オフィシャル Ｑｕｅｅｎ，Ｗｅｓｔ(西)
熊田靖雄 ダボ 鈴木恵 ﾚｯｸTS ① （武里） ⑦ （庄和）

387 仲良しグループ 庄和 玉谷明男 庄和 笠原やす江 庄和
② 新藤規雄 庄和 吉田みさ子 庄和 仲良しグループ ペヤング復活

大川原隆 庄和 小此木恵美子 庄和 ② （庄和） ⑧ （fun）
359 コマさん 春硬 阿部孝 春硬 大久保久仁子 春硬

③ 鈴木聖一 春硬 佐藤ゆかり 春硬 コマさん 精一杯
山本昌弘 春硬 渡辺みゆき 春硬 ③ （春硬） ⑨ （ﾚｯｽﾞ）

360 けいこ＆まなぶ 庄和 田口滋 庄和 堀内留利子 庄和
④ 阿部仁 庄和 髙橋緑 庄和 　 　 　 　 　 　

上原浩 庄和 小谷野静子 庄和 　 　
309 チームあら⁉５０’Ｓ ﾚｯｽﾞ 森高義朗 ﾚｯｽﾞ 平井かおり ﾚｯｽﾞ

⑤ 伊藤康二 ﾚｯｽﾞ 高見昌代 Ｆ４
小松尚次 Ｆ４ 荒井美津子 Ｆ４ けいこ＆まなぶ ブルーベリー

355 木曜ナイトフィーバー 庄和 生井弘義 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 須貝裕美 庄和 ④ （庄和） ⑩ （ﾌﾞﾙｰ）
⑥ 最上照信 庄和 富永芳枝 庄和

多賀義郎 ﾙﾈｻﾝｽ 篠崎富美子 庄和 チームあら⁉５０’Ｓ あの時君は若かった

318 Ｑｕｅｅｎ，Ｗｅｓｔ(西) 庄和 鈴木透 庄和 田中和江 庄和 ⑤ （ﾚｯｽﾞ） ⑪ （武里）
⑦ 浅見徳也 庄和 石塚明美 庄和

染谷一敏 庄和 西前祥子 庄和 木曜ナイトフィーバー Ｑｕｅｅｎ，yeast (東)
310 ペヤング復活 fun 加藤政夫 fun 中山真澄 fun ⑥ （庄和） ⑫ （庄和）

⑧ 井沢康夫 fun 片柳深雪 fun
森下是 fun 相馬康子 fun

315 精一杯 ﾚｯｽﾞ 宮里良道 ﾚｯｽﾞ 佐々木淑子 ﾚｯｽﾞ
⑨ 桑野健 ﾚｯｽﾞ 高野恵美子 ﾚｯｽﾞ

西澤洋人 ﾚｯｽﾞ 酒井京子 ﾚｯｽﾞ 決勝１位通過者トーナメント 決勝２位通過者トーナメント
370 ブルーベリー ﾌﾞﾙｰ 丸田重人 ﾌﾞﾙｰ 古坂訓子 ﾌﾞﾙｰ

⑩ 相澤勝久 庄和 黒河美幸 ﾌﾞﾙｰ
田川秀美 ﾌﾞﾙｰ 田川明子 ﾌﾞﾙｰ

371 あの時君は若かった 武里 橋本真吾 武里 彦野秀子 武里
⑪ 谷利亨 武里 山嵜雪子 武里

中橋俊博 武里 松岡直子 武里
310 Ｑｕｅｅｎ，yeast (東) 庄和 根田恵一 庄和 小林照美 庄和

⑫ 染谷伸幸 庄和 浅利理絵 庄和
角野好徳 庄和 津浪佳代子 庄和

あの時君は若かった Ｑｕｅｅｎ，yeast (東)b けいこ＆まなぶ チームあら⁉５０’Ｓ 木曜ナイトフィーバー ｄ

仲良しグループ コマさん ｃ

春日部市テニス協会  年齢別団体戦

参加者名簿一覧
谷原会場　　　３０９歳～３８７歳

a オフィシャル Ｑｕｅｅｎ，Ｗｅｓｔ(西) ペヤング復活 精一杯

ブルーベリー


