
台東区テニス協会

選 抜 大 会 第39回 一般男子 優勝 角田　篤史（ザイセイ）
2位 山脇　聡（ドナルド）
3位 小柳　遊多（かなすぎ）
3位 稲野  亘（アスコット）
5位 喜多　啓起（柳北）
5位 江本　雄介（ドナルﾄﾞ）
5位 大槻　美喜一（ドナルド）
5位 菊地　聡（中商）

一般女子 優勝 山崎　真起子（ｱｯﾄﾎｰﾑ）
2位 中村　裕美子（ｱｯﾄﾎｰﾑ）
3位 峯村　瑠梨子（ドナルド）
3位 西山　悦子（ﾄｯﾋﾟｽﾋﾟﾝ）

ベテラン男子45 優勝 野崎　和夫（TTC)
2位 須田　健太郎（ドミノ）
3位 岡　和之（ポップコーン)
3位 岩田　昌俊（かなすぎ)

ベテラン男子55 優勝 新屋 一彦（TTC）
2位 落合　淳一（アットホーム）
3位 下牧　誠司（浅草）
3位 冨川　知寿（ドミノ）

ベテラン男子65 優勝 細谷　泰弘（トップスピン）
2位 塚本　弘（キテイー）

ベテラン女子40 優勝 近藤　広美（東叡）
2位 大森　瑞枝（中商）

ベテラン女子50 優勝 渡辺　真奈美（アスコット）
2位 川村　夕起子（トップスピン）

会長杯（団体戦） 第40回 一部 優勝 アｯトホームA
2位 ボップコーンA
3位 ﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾀﾞｯｸA
3位 浅草A

二部 優勝 アスコットC
2位 中商C
3位 シモジマ
3位 レオ

ジュニア大会 H30年度小学生男子 優勝 松本　忠邦 3位 黒津　星斗
2位 日高　彗太 3位 田　悠徹

小・中女子 優勝 坂寄　伊万莉 3位 前田　育美
２位 長谷川　実南 3位 穴澤　希

中学生男子 優勝 ﾄﾞｽﾄﾚｰ怜央 3位 蔵本　千尋
2位 和泉　有真 3位 磯崎　諒真

高校生男子A（高2・３) 優勝 桜井　尊 3位 流尾　耕太郎
2位 柳川　由宇 3位 今井　駿

高校生男子B(高１） 優勝 荘司　大介 3位 西井　大貴
2位 吉田　雄馬 3位 中屋　一馬

高校生女子A（高２・３） 優勝 滝口　莉珠 3位 小田島　仁美
2位 坂本　英実香 3位 下道　麻未

高校生女子B（高１） 優勝 磯貝　理恵 3位 清野　みのり
2位 矢澤　優花 3位 金坂　百音

区 民 大 会 第67回 一般男子 優勝 水谷　英章・菊地　聡（中商）（中商）
2位 角田　篤史・丸山　瞬（ザイセイ）（アットホーム）
3位 磯田　剛・榛葉太郎（浅草）
3位 鈴木暁士・上田　将貴（アットホーム）（ｱｽｺｯﾄ）
5位 磯田　公成・小池田　翔太（浅草）
5位 髙野　大輝・辻　冨美夫（フリー）
5位 清水　健一・竹田　貴博（フリー）
5位 保土田　優士・飯島　英之（アスコット）

一般女子 優勝 山崎　真起子・峯村　有佳子（ｱｯﾄﾎｰﾑ）（言問）
2位 藤関　美子・増田　智子（ｱｽｺｯﾄ）
3位 田中　千秋・中村　裕美子（浅草）（アットホーム）
3位 田村　知子・瀧川　友美（浅草）（ｱｯﾄﾎｰﾑ）
5位 前田　みどり・中澤　純子（浅草）（フリー)
5位 佐藤　光子・石橋　知佐子（ポップコーン）
5位 山崎　由加里・秋山　充代（ｱﾂﾄﾎｰﾑ）（ドナルド）
5位 渡辺　真奈美・小野　満里子（ｱｽｺｯﾄ）（ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ）

2018年度大会成績(1)

2018年度（平成30年度）大　会　成　績



区 民 大 会 第67回 高校生男子 優勝 原川　聡志・福島　来夢（白鷗高校）
2位 安積 尚諒・岡本 圭人（攻玉社高校）（淑徳巣鴨高校）
3位
3位 堂高　蓮・乾　凛太郎（白鷗高校）

高校生女子 優勝 磯貝　理恵・矢澤　優花（上野高校）
2位 五島　絵里菜・坂寄　伊万莉（白鷗高附属中）

ベテラン男子45 優勝 松堂　浩士・秋場　愛彦（柳北）（ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ）
2位 両角　康雄・倉本　勝巳（中商）
3位 中屋　康浩・清水　義晴（TTC）
3位 野崎　和夫・新屋　一彦（TTC)

ベテラン男子55 優勝 久保　敏昭・吉田　昭（ｱｯﾄﾎｰﾑ）
2位 下牧　誠司・早川　康介（浅草）（キティー）
3位 山崎　潔・津井留　和成（ｱｯﾄﾎｰﾑ）
3位 高野　佑志・竹垣　洋一（ドミノ）

ベテラン男子65 優勝 川島　俊通・細谷　泰弘（ﾄｯﾋﾟｽﾋﾟﾝ）
2位 平山　一雄・月岡　竜哉（ドミノ）

ベテラン女子40 優勝 山崎由加里・石井美和子（ｱｯﾄﾎｰﾑ）（ドナルド）
2位 近藤　広美・面谷　昌子（東叡）（ドナルド）
3位 中屋　真由美・馬上　須美子（TTC）
3位 大木　和美・本田　祐子（浅草）

ベテラン女子50 １位 渡辺　真奈美・小野　満里子（ｱｽｺｯﾄ）（ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ）
2位 神野　志津子・門脇　治絵子（キティー）

ベテラン女子60 優勝 栗原　早苗・工藤　鳴海（フリー）
2位 田中　啓子・坂本　知子（レオ）

シングルス 一般男子 優勝 稲野　亘（ｱｽｺｯﾄ）
2位 上條　紘輝（フリー）
3位 辻　冨美夫（フリー）
3位 川村　拓真（トップスピン）

一般女子 優勝 山崎　真起子（アットホーム）
2位 山﨑　陽子（トップスピン）

ミックスダブルス 第36回 一般の部 優勝 上田　将貴・峯村　有佳子（ｱｽｺｯﾄ）（言問）
2位 吉本　俊策・瀧川　友美（ｱｽｺｯﾄ）（ｱｯﾄﾎｰﾑ）
3位
3位 小柳　遊多・河端　麻子（かなすぎ）（ドナルド）

ベテラン100の部 優勝 新屋　一彦・青木　淳子（TTC)
2位 野崎　和夫・中屋　真由美（TTC)
3位 木村　勉・蔵野　恭子（オールウェザー)
3位 早川　康介・岩渕　扶美子（キティー）

ベテラン110の部 優勝 藤田　修・西山　邦子（雷門)
2位 川島　俊通・川村　夕起子（ﾄｯﾋﾟｽﾋﾟﾝ）
3位 小林　三千男・小林　加代子（キティー）
3位 田中　好雄・齋藤　美枝（言問）

One dayダブルス大会 H30年度女性1位グループ 優勝 大村・板垣 3位 栗原・高嶋
（初･中級者の大会） トーナメント 2位 黒津・草野 3位 小山・小玉

男性１位グループ 優勝 安藤・新藤 3位 関・坂本
トーナメント 2位 石山・江本 3位 岡・佐伯

2018年度大会成績(2)

2018年度（平成30年度）大　会　成　績

今井　俊・流尾　耕太郎（上野高校）

山﨑　潔・山﨑　真起子（アットホーム)


