
台東区テニス協会

選 抜 大 会 第36回 一般男子 優勝 保土田 優士（アスコット）
2位 鈴木 祥平（アスコット）
3位 小柳 遊多（かなすぎ）
3位 吉本 俊策（アスコット）
5位 稲野 亘(アスコット）
5位 川島 進(シェラトン）
5位 磯田 剛(浅草）
5位 水谷 英章(中商)

一般女子 優勝 峯村 有佳子（言問）
2位 金谷 真起子（ｱｯﾄﾎｰﾑ）
3位 佐藤 律子(シェラトン）
3位 岡田 しのぶ（七花）

ベテラン男子45 優勝 野崎 和夫（TTC）
2位 新屋 一彦（TTC)
3位 早川 哲二（レオ）
3位 中屋 康浩（TTC)

ベテラン男子55 優勝 久保 敏昭（ｱｯﾄﾎｰﾑ）
2位 飯島 捷語（言問）
3位 細谷 泰弘（トップスピン）
3位 藤田 修（雷門）

ベテラン男子65 優勝 吉岡 勝三(シェラトン）
2位 田中 昇（アスコット）

ベテラン女子40 優勝 村山 恵美（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）
2位 川村 夕起子（トップスピン）

ベテラン女子50 優勝 深井 光子（アド）
2位 松崎 ゆり子（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）

団　体　戦 第37回 一部 優勝 浅草 A
2位 ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ A
3位 ドミノ A
3位 アスコット A

二部 優勝 アスコット C
2位 アスコット B
3位 キティー A
3位 TTC B

ジュニア大会 第15回 小･中学生男子 優勝 轟 佑介 3位 安積 尚諒
2位 吉田 雄馬 3位 永長 季那

小･中学生女子 優勝 仙波 美月 3位 石川 珠笑留
2位 橋本 彩愛 3位 坂本 英実香

高校生男子A 優勝 木村 柊弥 3位 敞田 真央
2位 小林 麟太郎 3位 三輪 俊介

高校生男子B 優勝 浜田 貴央 3位 長林 能樹
2位 田口 昴太郎 3位 川口 高誉

高校生女子 優勝 田島 愛彩 3位 野村 早希
2位 長田 早智子 3位 轟 千明

区 民 大 会 第64回 一般男子 優勝 磯田・栗原（浅草）（ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ）
2位 秋場・角田（ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ）（ザイセイ）
3位 山崎・小柳（ｱｯﾄﾎｰﾑ）（かなすぎ）
3位 水谷・菊地（中商）
5位 石山・江本(ドナルド)
5位 小船・葉山（ドミノ）
5位 磯田・榛葉（浅草）
5位 松堂・羽山(柳北）

一般女子 優勝 金谷・峯村（ｱｯﾄﾎｰﾑ）（言問）
2位 佐藤・石橋（ロイヤル）
3位 鈴木・会田（ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ）
3位 内山・前鶴（ロイヤル）
5位 坂上・松永(柳北)
5位 山崎・秋山（ｱｯﾄﾎｰﾑ）（ドナルド）
5位 小貫・木元(浅草)（ドミノ)
5位 大木・本田(浅草)（フリー)
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区 民 大 会 第64回 高校生男子 優勝 吉岡・釜鳴（都立上野高校）
2位 飯野・清水（岩倉高校）
3位 斎藤・米本（岩倉高校）
3位 小澤・上﨑(都立上野高校）

高校生女子 優勝 泉・川島（都立上野高校）
2位 古田島・土肥（都立上野高校）

ベテラン男子45 優勝 野崎・新屋（TTC)
2位 秋場・山田（ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ）（アスコット）
3位 山崎・津井留（アットホーム）
3位 小柳・岩田（かなすぎ）

ベテラン男子55 優勝 久保・吉田（ｱｯﾄﾎｰﾑ）
2位 細谷・川久保（トップスピン）
3位 藤田・高木（雷門）
3位 奥山・大山（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）

ベテラン男子65 優勝 河村・飯島（言問）
2位 堤・三田(ドミノ)

ベテラン女子40 優勝 村山・石川（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）（フリー）
2位 鈴木・蔵野（ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ）

ベテラン女子50 優勝 若月・滝沢（ドミノ）
2位 深井・菊池（アド）

ベテラン女子60 優勝 岡本・工藤(フリー)
2位 伊藤・南雲（キティー) (七花)

ミックスダブルス 第33回 一般の部 優勝 秋場・堤（ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ）（ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ）
2位 露崎・増田（ｱｯﾄﾎｰﾑ）（アスコット）
3位 磯田・田村（浅草）
3位 松堂・坂上（柳北）

ベテラン100の部 優勝 野崎・中屋（TTC)
2位 新屋・村山（TTC) （ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）
3位 早川・岩渕（キティー）
3位 吉田・木元（ｱｯﾄﾎｰﾑ）（ドミノ）

ベテラン110の部 優勝 大山・松崎（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）
2位 藤田・西山（雷門）
3位 松永・松永（ルコールア）
3位 田中・斉藤（アスコット）

ニューイヤー大会 第27回 ABチーム 優勝 オールウェザー
CDチーム 優勝 アットホーム
EFチーム 優勝 OCA関東

One dayダブルス大会第24回 女性1位グループ 優勝 田中・佐伯 3位 坂本・松島
（初･中級者の大会） トーナメント 2位 大野・野村 3位 安田・髙山

男性１位グループ 優勝 及川・澤井 3位 佐藤・中村
トーナメント 2位 久保・吉田 3位 中屋・塚本
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