
優勝
準優勝

３位
４位

長谷川　幸太 武里 米澤　圭祐 中野
豊田　優 ﾄｺﾛﾃﾝ 長谷川豊田 米澤正根知 正根知　達也 中野

成田　諒平 ｽﾏｲﾙ ６１ ６３ 仲　賢吾 春硬
飯田　亨 ｽﾏｲﾙ 近藤近藤 瀬戸町田 重松　慶治 春硬

近藤　琢磨 ﾙﾈｻﾝｽ ６４ ６４ 瀬戸　秀治 中野
近藤　兼叶 ﾌﾞﾙｰ 町田　兆至 中野
熊田　靖雄 ダボ ６４ ６４ 佐藤　博政 ﾌｪﾆｯｸｽ
米丸　一樹 ｻﾀﾃﾞｰ 西澤小倉 尾花関 於久　有希 ﾌｪﾆｯｸｽ
西澤　洋人 ｱﾙﾄ ６４ ６１ 尾花　彰一 ﾙﾈｻﾝｽ
小倉　勇一 ｱﾙﾄ 尾花関 関　大輔 fun
菊地　貴之 ｽﾏｲﾙ 山下押田 ６２ 鈴木　健太 ｱﾙﾄ
小林　健介 ﾌｪﾆｯｸｽ 山下押田 ６３ 中野　憲 春硬
山下　陽平 春硬 ７５

押田　拓也 春硬

３位決定戦

山下　陽平 春硬
押田　拓也 春硬 米澤正根知

米澤　圭祐 中野 ６１

正根知　達也 中野

優勝
準優勝

３位
４位

田中　優子 ﾚｯｽﾞ 名倉　富美子 F4
田中　優子 ﾌｪﾆｯｸｽ 名倉川渕 川渕　奈穂 春硬
森田　治子 ﾚｯｽﾞ 森田萩原 名倉川渕 ６１ 西川　かおり ﾚｯｽﾞ

村越　ななえ ﾚｯｽﾞ 森田萩原 ７５ ６２ 樵　洋子 ﾚｯｽﾞ
森田　智愛 ﾌｪﾆｯｸｽ ６１ 大川　直美 ﾍﾟｶﾞｻｽ
萩原　圭子 ﾌｪﾆｯｸｽ 山下　希代子 ﾍﾟｶﾞｻｽ

３位決定戦

田中　優子 ﾚｯｽﾞ
田中　優子 ﾌｪﾆｯｸｽ 大川山下

大川　直美 ﾍﾟｶﾞｻｽ ７５

山下　希代子 ﾍﾟｶﾞｻｽ
6

長谷川幸太、豊田優
尾花彰一、関大輔

米澤圭祐、正根知達也
山下陽平、押田拓也

7

8

名倉川渕

６２

1

5

6

3

7

1

2

4

5

6

12

13

名倉富美子、川渕奈穂
森田智愛、萩原圭子

大川直美、山下希代子
田中優子、田中優子

＜  女子予選会　庄和コート  ＞

令和４年度 春日部市冬季ダブルス大会 兼 県 ・ 東部郡市予選会
令和5年2月5日

10

11

8

9

1

2

3

4

尾花関長谷川豊田

６４

長谷川豊田

＜  男子予選会　庄和コート  ＞



本戦

北村　宣喜 ﾄｺﾛﾃﾝ 松島　亘樹 ﾚｯｽﾞ
齋藤　新悟 ﾄｺﾛﾃﾝ 北村齋藤 齋藤北村 豊田　滉大 ﾚｯｽﾞ
石井　和博 ﾚｯｽﾞ ６３ ６３ 齋藤　禎昭 ﾚｯｽﾞ
渡部　孝文 ﾚｯｽﾞ 北村齋藤 齋藤北村 北村　　博 ﾚｯｽﾞ
赤坂　祐一 MAX ６４ ６４ 小島　知英  武里
山内　健太 MAX 赤坂山内 小島菅原 菅原　好喬  中野
芦田　秀史 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ６１ ６２ 木田　恵介 ダボ
染谷　和広 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 早坂　一史 F4
山本　幹弘 ﾚｯｽﾞ ６３ ６０ 玉井　雅一 ﾌｪﾆｯｸｽ
中道　　聖 ﾚｯｽﾞ 山本中道 石川橋本 安達　和良 ﾌｪﾆｯｸｽ
仁科　崇弘 ﾚｯｽﾞ ６３ ６５ 石川　洋 武里
豊田　大樹 ﾚｯｽﾞ 清水佐藤 森永渡邉 橋本　悟 武里
太田　友徳 ﾚｯｽﾞ ６３ ６１ 森永　雄太 ﾚｯｽﾞ
山田　真己 ﾚｯｽﾞ 清水佐藤 森永渡邉 渡邉　善仁 ﾄｺﾛﾃﾝ
清水　謙 武里 ６３ ６４ 伊東　健一 ﾄｺﾛﾃﾝ

佐藤　喜紀 ﾚｯｽﾞ 大川　翼 ﾚｯｽﾞ

コンソレ

石井　和博 ﾚｯｽﾞ
渡部　孝文 ﾚｯｽﾞ 石井渡部

芦田　秀史 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ６５

染谷　和広 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 太田山田

仁科　崇弘 ﾚｯｽﾞ ６５

豊田　大樹 ﾚｯｽﾞ 太田山田

太田　友徳 ﾚｯｽﾞ ６５

山田　真己 ﾚｯｽﾞ
松島　亘樹 ﾚｯｽﾞ
豊田　滉大 ﾚｯｽﾞ 木田早坂

木田　恵介 ダボ ６３

早坂　一史 F4 木田早坂

玉井　雅一 ﾌｪﾆｯｸｽ ６２

安達　和良 ﾌｪﾆｯｸｽ 伊東大川

伊東　健一 ﾄｺﾛﾃﾝ ６１

大川　翼 ﾚｯｽﾞ

令和5年2月5日
令和４年度 春日部市冬季ダブルス大会（非予選会）

1 9

5 13

6 14

7

2 10

3 11

4 12

清水佐藤

６３

清水佐藤 森永渡邉

7

8

15

16

太田山田

9

2

4

16

12

13

6

６３

＜  男子非予選会Ａ　谷原コート  ＞

優勝
準優勝

ｺﾝｿﾚ優勝

清水謙、佐藤喜紀
森永雄太、渡邉善仁
太田友徳、山田真己



本戦

堀内　聡乃 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ 戸川　実希 ﾚｯｽﾞ
宇佐美　ゆみ 春硬 堀内宇佐美 戸川金子 金子　未咲 ﾚｯｽﾞ
岡山　和恵 ﾙﾈｻﾝｽ ６０ ６４ 苅谷　由紀子 ﾚｯｽﾞ

鈴木　麻紀子 ﾙﾈｻﾝｽ 岡山鈴木 堀内宇佐美 木田渡邉 佐藤　令奈 ﾚｯｽﾞ
横井　直美 ﾚｯｽﾞ ６５ ６４ ６１ 相馬　絵里子 fun
蓜島　光代 ﾌｪﾆｯｸｽ 木田渡邉 坂本　由香里 fun
中村　尋子 春硬 ６３ 木田　美希 ダボ
荒木　幸子 ﾚｯｽﾞ 中村荒木 渡邉　和子 ﾚｯｽﾞ
牧　良子 fun ６２ 山根　　歩 ﾚｯｽﾞ

山木　真知子 fun ６５ ６３ 山根金田 金田　智恵 ﾌｪﾆｯｸｽ
谷利　麻理子 フジ ６３ 小坂　早苗 中野
中村　貴子 ﾚｯｽﾞ 谷利中村 菊池　和代 中野
小川　知子 MAX ６１ 山口　智子 ﾚｯｽﾞ
石井　清美 MAX 谷利中村 山口齋藤 山口齋藤 齋藤　千歳 ﾚｯｽﾞ
安藤　春菜 ﾚｯｽﾞ ６１ ６０ ６１ 倉橋　玲子 ﾚｯｽﾞ
住吉　智子 ﾚｯｽﾞ 安藤住吉 山口齋藤 石原　祐子 ﾚｯｽﾞ
望月　淑美 ﾚｯｽﾞ ６０ ６３ 加藤　晶子 中野
移川　陽子 ダボ 齋藤　愛 ﾄｺﾛﾃﾝ

コンソレ

横井　直美 ﾚｯｽﾞ 牧山木

蓜島　光代 ﾌｪﾆｯｸｽ ６１

牧　良子 fun 牧山木

山木　真知子 fun ６３

小川　知子 MAX
石井　清美 MAX 小川石井

望月　淑美 ﾚｯｽﾞ ６３

移川　陽子 ダボ
苅谷　由紀子 ﾚｯｽﾞ
佐藤　令奈 ﾚｯｽﾞ 苅谷佐藤

相馬　絵里子 fun ６１

坂本　由香里 fun
小坂　早苗 中野 苅谷佐藤

菊池　和代 中野 ６５

倉橋　玲子 ﾚｯｽﾞ 加藤齋藤

石原　祐子 ﾚｯｽﾞ 加藤齋藤 ６４

加藤　晶子 中野 ６３

齋藤　愛 ﾄｺﾛﾃﾝ

６４

令和5年2月5日
令和４年度 春日部市冬季ダブルス大会（非予選会）

＜  女子非予選会Ａ　大沼コート  ＞

1 10

2 11

3 12

4 13

谷利中村

６３

5 14

6 15

7 16

谷利中村 山口齋藤

7

9

8 17

bye

3

牧山木

9 18

17

18

11

12

15

5

優勝
準優勝

ｺﾝｿﾚ優勝

谷利麻理子、中村貴子
山口智子、齋藤千歳
牧良子、山木真知子



本戦

鈴木　哲也 ﾚｯｽﾞ 中野　智重 中野
武田　克人 ﾚｯｽﾞ 鈴木武田 松林中村 山口　祐貴泰 ﾘｱﾙｵﾌ
上遠野　健 春硬 ６４ ６３ 松林　繁 F4
齋藤　卓也 春硬 鈴木田中 篠崎相楽 松林中村 中村　正勝 F4
鈴木　孝康 ﾌｪﾆｯｸｽ ６２ ６２ ６１ 鳥海　賢一 ﾘｱﾙｵﾌ
田中　信介 ﾌｪﾆｯｸｽ 圓子角田 和田　敦志 ﾘｱﾙｵﾌ
篠崎　智紀 ﾚｯｽﾞ ６４ 圓子　恭弘 春硬
相楽　有三 ﾄｺﾛﾃﾝ 篠崎相楽 角田　達彦 春硬
宍倉　正浩 春硬 ６３ 平河　岳之 春硬
井上　智夫 春硬 ６２ ６３ 平河江上 江上　泰邦 春硬
北沢　勉 春硬 ６４ 神谷　年洋 ﾚｯｽﾞ

塙　知一郎 春硬 北沢塙 会田　尚己 ﾚｯｽﾞ
犬飼　勇樹 ﾄｺﾛﾃﾝ ６２ 沼畑　雅也 fun
石塚　尚也 ﾄｺﾛﾃﾝ 北沢塙 沼畑山木 沼畑山木 山木　啓一郎 fun
大杉　潤一 ﾙﾈｻﾝｽ ６５ ６１ ６２ 岩井　勝己 ﾌｪﾆｯｸｽ
渡邉　良亮 ﾙﾈｻﾝｽ 大杉渡邉 沼畑山木 大舘　一之 ﾌｪﾆｯｸｽ
松本　和生 中野 W.O ６４ 宮崎　弘太 ｽﾏｲﾙ

高草木　正俊 中野 村田　明倫 ｽﾏｲﾙ

コンソレ

上遠野　健 春硬 上遠野齋藤

齋藤　卓也 春硬 ６３

宍倉　正浩 春硬 大杉渡邉

井上　智夫 春硬 ６５

犬飼　勇樹 ﾄｺﾛﾃﾝ
石塚　尚也 ﾄｺﾛﾃﾝ 大杉渡邉

大杉　潤一 ﾙﾈｻﾝｽ ６４

渡邉　良亮 ﾙﾈｻﾝｽ
中野　智重 中野

山口　祐貴泰 ﾘｱﾙｵﾌ 中野山口

鳥海　賢一 ﾘｱﾙｵﾌ ６２

和田　敦志 ﾘｱﾙｵﾌ
神谷　年洋 ﾚｯｽﾞ 中野山口

会田　尚己 ﾚｯｽﾞ ６２

岩井　勝己 ﾌｪﾆｯｸｽ 岩井大舘

大舘　一之 ﾌｪﾆｯｸｽ 岩井大舘 ６４

宮崎　弘太 ｽﾏｲﾙ ６４

村田　明倫 ｽﾏｲﾙ

令和5年2月5日
令和４年度 春日部市冬季ダブルス大会（非予選会）

＜  男子非予選会Ｂ　大沼コート  ＞

1 10

優勝
準優勝

ｺﾝｿﾚ優勝

沼畑雅也、山木啓一郎
篠崎智紀、相楽有三

中野智重、山口祐貴泰

2 11

3 12

4 13

沼畑山木

６２

5 14

6 15

7 16

篠崎相楽 沼畑山木

8 17

9 18

bye
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5

7

8
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12

中野山口

６３

15

17

18



本戦

奥山　華恵 春硬 矢野　純子 ﾌｪﾆｯｸｽ
金子　直子 春硬 奥山金子 矢野松本 松本　布美子 ﾌｪﾆｯｸｽ
飯島　孝枝 ｻﾀﾃﾞｰ ６２ ６３ 中村　佳織 F4
米丸　理子 ｻﾀﾃﾞｰ 岩田松本 吉田　好花 F4

岩田　美智子 ﾙﾈｻﾝｽ ６２ 奥山金子 矢野松本  桑野　春美  ﾚｯｽﾞ
松本　雅子 ﾙﾈｻﾝｽ ６１ ６１  中村　弘美 F4

佐藤　美千代 ｽﾏｲﾙ 水井  尚子 ﾍﾟｶﾞｻｽ
新井　ゆかり ｽﾏｲﾙ 鈴木田村 水井今泉 今泉　美智子 ﾄｺﾛﾃﾝ
鈴木　真澄 ﾙﾈｻﾝｽ ６１ ６５ 河村　幸子 春硬
田村　浩美 ﾌｪﾆｯｸｽ 清野　淑子 春硬

跡部　いずみ 春硬 ６５ ６２ 三井　明美 ﾌｪﾆｯｸｽ
福島　たえ子 春硬 跡部福島 岡田岡本 蓮見　いず美 ﾌｪﾆｯｸｽ
三俣　満希 ｽﾏｲﾙ ６２ ６２ 岡田　奈緒子 ｽﾏｲﾙ
佐藤　千鶴 ｽﾏｲﾙ 岡本　亜希子 ｽﾏｲﾙ

三戸部　雅子 ﾚｯｽﾞ 國嶋植竹 戸枝高津戸 山元　歩美 ﾙﾈｻﾝｽ
中野　みゆき 中野 三戸部中野 ６２ ６２ 戸枝高津戸 米澤　明日美 ﾙﾈｻﾝｽ
中村　弘美 F4 ６０ ６０ 戸枝　よし江 F4
桑野　春美 ﾚｯｽﾞ 國嶋植竹 戸枝高津戸 高津戸　恵美子 ﾄｺﾛﾃﾝ

國嶋　江美子 ﾌｪﾆｯｸｽ ６２ ６１ 吉村　真由美 春硬
植竹　由紀子 ﾌｪﾆｯｸｽ 鈴木　由美子 春硬

№13 はダブルエントリーにより削除

コンソレ

飯島　孝枝 ｻﾀﾃﾞｰ 佐藤新井

米丸　理子 ｻﾀﾃﾞｰ ６０

佐藤　美千代 ｽﾏｲﾙ
新井　ゆかり ｽﾏｲﾙ 佐藤新井

三俣　満希 ｽﾏｲﾙ ６４

佐藤　千鶴 ｽﾏｲﾙ
中村　弘美 F4 中村桑野

桑野　春美 ﾚｯｽﾞ ６１

中村　佳織 F4 中村吉田

吉田　好花 F4 ６１

河村　幸子 春硬
清野　淑子 春硬 三井蓮見

三井　明美 ﾌｪﾆｯｸｽ ６２

蓮見　いず美 ﾌｪﾆｯｸｽ
山元　歩美 ﾙﾈｻﾝｽ 三井蓮見

米澤　明日美 ﾙﾈｻﾝｽ 吉村鈴木 ６３

吉村　真由美 春硬 ６０

鈴木　由美子 春硬

令和5年2月5日
令和４年度 春日部市冬季ダブルス大会（非予選会）

＜  女子非予選会Ｂ　谷原コート  ＞

1 11

戸枝よし江、高津戸恵美子
國嶋江美子、植竹由紀子
佐藤美千代、新井ゆかり

優勝
準優勝

ｺﾝｿﾚ優勝

2 12

3 13

4 14
戸枝高津戸

６４

5 15

6 16

7 17

國嶋植竹 戸枝高津戸

8 18

9 19

bye

2

4

7

bye

佐藤新井

６３

10 20

18

20

12

15

16

9

bye



本戦

今村　隆文 フジ
上原　浩 フジ 今村上原

森本　明伸 中野 ６３

谷山　友彦 中野 畠添久保

畠添　隆幸 春硬 ６５ 今村上原

久保　裕稔 春硬 ６４

小坂　良二 中野
金子　昌己 中野 中野井澤

中野　好和 春硬 ６２

井澤　健一 春硬

コンソレ

森本　明伸 中野 小坂金子

谷山　友彦 中野 ６４

小坂　良二 中野
金子　昌己 中野

本戦

植木　 寿子 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ
石野　美智子 ﾚｯｽﾞ 須貝山口

須貝　裕美 フジ NoShow

山口　美幸 ﾄｺﾛﾃﾝ 宮本工藤

赤澤　永恵 ﾚｯｽﾞ ６５

岩瀬　京子 ﾚｯｽﾞ 宮本工藤

宮本　祐子 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ ６２

工藤　美香 ﾚｯｽﾞ

コンソレ

植木　 寿子 ﾊﾟﾜﾌﾙｽﾞ
石野　美智子 ﾚｯｽﾞ 植木石野

赤澤　永恵 ﾚｯｽﾞ ６２

岩瀬　京子 ﾚｯｽﾞ

令和5年2月5日
令和４年度 春日部市冬季ダブルス大会（非予選会）

＜  男子ベテラン　庄和コート  ＞

1

優勝
準優勝

今村隆文、上原浩
中野好和、井澤健一

ｺﾝｿﾚ優勝 小坂良二、金子昌己

5

2

3

4

bye

2

4

4

＜  女子ベテラン　庄和コート  ＞

1

3

1

2

3

優勝 宮本祐子、工藤美香
準優勝 須貝裕美、山口美幸

ｺﾝｿﾚ優勝 植木寿子、石野美智子


