
　種目：　一般男子　予選　　　　　　　　　　　　　

1 富江　知孝 辻　冨美男 （ドナルド） （フリー） Aブロック
富江・辻

11
624 斉藤　光一 内田　勝 （ＴＴＣ） （ＴＴＣ） 野武・菊池

富江・辻613 館農　政仁 篠崎　孝太 （フリー） （フリー）

2 成瀬　雅之 成瀬　歳隼 （リバーサイド） （リバーサイド） 63館農・篠崎

6 吉本　俊策 稲野　亘 （アスコット） （アスコット） Bブロック
柴原・白石

615 野武　浩文 菊池　辰哉 （雷門） （雷門）

75
柴原・白石608 梁　相根  VINAYAVEKHIN PHONG THARI：（フリー）（フリー）

15
63

9 西山　徳彦 樋口　裕哉

7 柴原　宏紀 白石　凌 （フリー） （フリー） 柴原・白石

（トップスピン） （フリー） 堀向・加茂

6210 堀向　俊之 加茂　僚理 （フリー） （フリー）

Cブロック

10(Ret)12 上原　健太 佐藤　喬郁 （ドナルド） (コミュニケーション) 小船・葉山

6
62

11 小船　祐樹 葉山　征希 （ドミノ） （ドミノ） 小船・葉山

NS WO14 丸山　優太 北野　順嗣 （サンジョリティー） （サンジョリティー）

13 福島　秀之 鵜沢　秀行 （リバーサイド） （リバーサイド） 福島・鵜澤

Dブロック
NS16 岩出　大助 大滝　明広 (駒　形) (駒　形) 西・鈴木

15 須田　健太郎 松本　秀樹 （ドミノ） （ドミノ） NS

6018 西　大介 鈴木　圭三 （コミュニケーション） （コミュニケーション）

2
WO17 河合　義徳 佐藤　純 （雷　門） （雷　門） 西・鈴木

Eブロック

6120 恒吉　徹 藤田　真悟 (東  叡) (東  叡) 秋山・冨川

14
61

19 秋山　直哉 冨川　琢矢 （ドナルド） （ドミノ） 秋山・冨川

6122 野口　元 河井　雅尚 （柳北） （柳北）

21 中里　光秀 恩田　豊 （サンジョリティー） （サンジョリティー） 野口・河井

Fブロック

6124 青木　真一 西山　暁 （O　Y） （O　Y） 西條・中江　

10
63

23 西條　智博 中江　太 （オールウェザー） （オールウェザー） 西條・中江

6326 冨川　智寿 陶　剛 （ドミノ） （ドミノ）

25 長岡　正洋 小山　達年 (言 問) （フリー） 冨川・陶

Gブロック

6028 安藤　政司 佐本　雅弘 （フリー） （O　Y） 羽山・小山

3
61

27 羽山　拓也 小山　優希 （柳北） （柳北） 羽山・小山

6130 井上　貴之 山田　穣 （フリー） （フリー）

29 久保谷　翔太 大島　卓也 （フリー） （フリー） 久保谷・大島

Hブロック

6232 小野　晃嗣 植草　知明 （フリー） （フリー） 吉田・両角

7
63

31 吉田　裕介 両角　康雄 （浅　草） （中　商） 吉田・両角

　楽しいこと全力で！
　　台東テニスは令和も元気

6234 多田　正利 早川　尚登 （リバーサイド） （リバーサイド）

33 中澤　崇 中澤　理 （フリー） （フリー） 中澤・中澤



　種目：　男子ダブルスベテラン４５　　　　　　　

　種目：　男子ダブルスベテラン５５　　　　　　　　　　　

楽しいこと全力で！
　　台東テニスは令和も元
気

16 下牧　誠司 早川　康介 （浅　草） （キティー）

下牧・早川

15 BYE BYE 62

14 小柳　修一郎 鯨井　伊佐巳 （かなすぎ） （かなすぎ） 63

山崎・津井留

13 藤戸　勉 千代　政弘 (ポップコーン) （オールウェザー） 藤戸・千代 62

成瀬・福島 60

12 中村　達比古 中井　豊 (レ オ) (レ オ) 62

10 BYE BYE 山崎・津井留

11 成瀬　雅之 福島　秀之 （リバーサイド） （リバーサイド）

山崎・津井留

9 山崎　潔 津井留　和成 （アットホーム） （アットホーム） ７６（６）

8 高野　祐志 竹垣　洋一 （ドミノ） （ドミノ）

高野・竹垣

7 岩田　昌俊 杉原　充 （かなすぎ） （かなすぎ） NS 63WO

6 藤田　修 高木　進 （雷　門） （雷　門）

久保・吉田

5 小林　三千男 市川　淳 （キティー） （キティー） NS WO 61

62

4 佐藤　正偉 斉藤　芳則 (レ オ) (レ オ) 61

3 石井　宏之 石津　毅一 （ドナルド） （ドナルド） 石井・石津

2 BYE BYE 久保・吉田

1 久保　敏昭 吉田　昭 （アットホーム） （アットホーム）

須田・松本

63
14 両角　康雄 倉本　勝巳 （中商） （中商）

13 則竹 俊幸 菅原 英高 （O　Y） （O　Y） 62

須田・松本

12 須田　健太郎 松本　秀樹 （ドミノ） （ドミノ） 須田・松本 75

11 山本　正延 清水　剛 （キティー） （キティー）

山本・清水

10 平野　眞 直井　泰史 (柳 北) （フリー） NS WO 62

9 橘高　健史 鵜沢　秀行 （リバーサイド） （リバーサイド） NS

田尻・谷川

8 野崎　和夫 中屋　康浩 （ＴＴＣ） （ＴＴＣ） WO 63

7 澤井　孝之 早川　尚登 （リバーサイド） （リバーサイド） NS

田尻・谷川

6 恒吉　徹 野口　貴司 (東  叡) (東  叡) WO 60

5 冨川　智寿 大貫　剛 （ドミノ） （ドミノ） 63

田尻・谷川

4 田尻　賢 谷川　美雄 （柳　北） （柳　北） 田尻・谷川 64

3 南　雅信 原戸　宏紀 （雷　門） （雷　門） NS

松堂・秋場

2 荒川　貴之 北野　貴将 （サンジョリティー） （サンジョリティー） WO 75

1 松堂　浩士 秋場　愛彦 （柳　北） （オールウェザー）



　種目：　女子ダブルスベテラン40　　　　

　種目：　女子ダブルスベテラン５０

1 山崎 由加里 石井　美和子 （アットホーム） （ドナルド）

2 BYE BYE 山崎・石井

603 大木　ゆきえ 後藤　由紀 (柳 北)

山崎・石井

605 浜野　綾香 丸山　理恵 （サンジョリティー） （サンジョリティー） 浜野・丸山

（フリー） 大木・後藤

604 五反田　麻里 八巻　恵利子 （フリー） （フリー）

山崎・石井638 陶　亜紀子 長坂　利奈 （ドミノ） （フリー）

陶・長坂

637 川口　亜矢 佐々木　理恵　 （キティー） （フリー） 陶・長坂

626 大竹　由美 小島　美子 （フリー） （フリー）

619 深井　光子 松本　由喜江 （フリー） （フリー）

10 BYE BYE 深井・松本

7511 青天目　澄子 堤下　順子 （フリー） （フリー） 山下・田中

深井・松本

6313 中島　礼子 井上　叔子 （フリー） （フリー） 浜野・長谷川

6312 山下　光世 田中　真理 （フリー） （フリー）

佐藤・石橋16 大森　瑞枝 野村　佳代子 （中　商） （中　商）

大森・野村

6115 BYE BYE

6414 浜野　仁美 長谷川　恵美 （キティー） （キティー）

7517 玉村 和恵 山崎 晋子 (コミュニケーション) (コミュニケーション)

18 BYE BYE 玉村・山崎

6219 加藤　秀子 中村　千恵子 (柳 北) (柳 北) 加藤・中村

玉村・山崎

6321 斎藤　伸江 北村　知子 (ポップコーン) (ポップコーン) 斎藤・北村

6120 小林　加代子 清水　智子 （キティー） （キティー）

佐藤・石橋24 西山　悦子 山﨑　陽子 （トップスピン） （トップスピン）

斎藤・北村

6323 BYE BYE

6222 新家　智美 蛭田 智子 （フリー） (コミュニケーション)

6025 羽山　千恵子 尾藤　美雪 (柳 北) (柳 北) 羽山・尾藤
6326 武部　知子 磯部　博美 （フリー） （フリー） 羽山・尾藤

6127 稲垣　佐知子 青木　信奈子 （トップスピン） （トップスピン）

佐藤・石橋

小池・鈴木 6029 小池　正美 鈴木　康子 （キティー） （キティー）

山井・松島

6028 山井　真理 松島　美由紀 (レ オ) (レ オ)

佐藤・石橋

6031 BYE BYE

6430 鈴木　美奈子 矢島　知子 (アスコット） (アスコット）

1 小野　満里子 渡辺　真奈美 (ポップコーン) (アスコット）

32 佐藤　光子 石橋　知佐子 (ポップコーン) (ポップコーン)

603 斉藤　　美枝 峯村　　浩美 （言　問） （言　問） 斉藤・峯村

2 BYE BYE 小野・渡辺

小野・渡辺

625 品田　香苗 川村　夕起子 （トップスピン） （トップスピン） 品田・川村

WO4 栗原　さつき 進士　章子 （雷　門） （雷　門） NS

秋山・石津

7(12-10)7 丸山　伸江 岩崎　由紀子 （O　Y） （フリー） 秋山・石津

636 大淵　妃佐子 福田　直美 (アスコット） (アスコット）

小野・渡辺

639 岩渕　扶美子 武田　好子 （キティー） （キティー） 岩渕・武田

628 秋山　充代 石津　里美 （ドナルド） （ドナルド）

岩渕・武田

6411 野口　恵子 下牧　真由美 （キティー） （浅　草） 照井・飯沼

6010 安積　芳 岡本　明美 （フリー） （フリー）

藤沢・名雪

6113 藤沢　典子 名雪　よし美 （中　商） （中　商） 藤沢・名雪

6112 照井　照子 飯沼　優美子 (コミュニケーション) （フリー）

楽しいこと全力で！
　　台東テニスは令和も元気

16 神野　志津子 門脇　治絵子 （キティー） （キティー）

藤沢・名雪

6415 BYE BYE

6014 酒向　志津子 本間　直子 (ポップコーン) (ポップコーン)



　種目：　男子ダブルスベテラン65　　　　　　　　　

　種目：　男子ダブルスベテラン70　　　　　

　種目：　女子ダブルスベテラン60　　　　　　　

（リバーサイド） 60

楽しいこと全力で！
　　台東テニスは令和も元気

5 1・２の敗者 砂庭・伊藤 （キティー） 和泉・鬼沢

３位決定戦
6 3・4の敗者 和泉・鬼沢

4 和泉　かほる 鬼沢　ひろみ （リバーサイド） （リバーサイド） 64

3 後藤　信子 古屋　美代子 （フリー） （フリー） 後藤・古屋

2 砂庭　寿子 伊藤　静子 （キティー） （キティー） 61 田中・坂本

４４（ret)

中野・西尾 (コミュニケーション)

1 田中　啓子 坂本　知子 （レ オ） （レ オ）

5 1・２の敗者 清水・荒井 （アスコット） 中野・西尾

３位決定戦
646 3・4の敗者

634 中野 正人 西尾 禹門 (コミュニケーション) (コミュニケーション)

田中・坂本

岩下・田中

623 岩下　弘 田中　昇 （リバーサイド） （アスコット） 岩下・田中

622 清水　圀雄 荒井　久夫 （リバーサイド） （リバーサイド）

1 川島　悠 ポール・レイフ （かなすぎ） （フリー） 川島・ポール

76（3）8 平山　一雄 月岡　竜哉 （ドミノ） （ドミノ）

中・田中

627 中　安男 田中　好雄 （言 問） （言 問） 中・田中

766 坂田　秀実 塚本　弘 （キティー） （キティー）

川島・細谷

613 飯島　　捷語 河村　護 （言 問）

中・田中

76（4）5 小島　正行 槇尾　貴由 （フリー） （フリー）

（言 問） NS
猪木・渡辺

WO4 猪木　慶博 渡辺　修 （フリー） （フリー）

1 川島　俊通 細谷　泰弘 （トップスピン） （トップスピン）

2 BYE BYE



　種目：　男子シングルス一般　　　　　　　　　　

1 稲野　亘 （アスコット）
稲野

NS2 大島　卓也

稲野
614 岩田　昌俊 （かなすぎ） 岩田

（フリー） 61WO

3 門口　泰史 （フリー）

（フリー） 多田
647 加茂　僚理 （フリー）

615 則竹 俊幸 （O　Y）
岩田
616 多田　健

稲野
628 富江　知孝 （ドナルド）

富江

9 石岡　秀規 （フリー）

富江

42（ret)11 木下　耕幸 （フリー）
松尾

紫原
61

6310 紫原　宏紀 （フリー）

61
13 金谷　篤郎 (柳 北)

横山

64
松尾12 松尾　航太 （フリー）

6414 小柳　遊多 （かなすぎ）
小柳

15 山田　好太郎 （フリー）

横山
6417 丸山 優太 （サンジョリティー） 丸山

島
62

6116 島　史彦 （フリー）

61
19 横山　春紀 （ドミノ） 横山

60
横山18 井上　貴之 （フリー）

61

6222 中澤　崇 （フリー）
秋場

７６（５）20 岡崎　遼 （フリー）
鈴木

21 鈴木　暁士 （アットホーム） 鈴木

62
秋場24 長谷川　完治 （フリー）

61

6323 上原　健太 （ドナルド） 上原

25 秋場　祐弥 (柳 北) 川村
6026 川村　拓真 （トップスピン）

川村

27 奥山　響 （フリー） NS
WO

61

28 古山　博之 （フリー） 川村
6329 小森　敦史 （フリー）

62
31 武部　拓巳 （フリー）

川村

小森
6430 坂本　浩一郎 （フリー） 小森

6332 久保谷　翔太 （フリー）
山口

33 山口　和宏 （フリー） WO

落海
6435 浅野　浩 （フリー）

落海

62

34 堀向　駿介 （フリー） NS

64
37 山崎　裕也 （アットホーム）

川村

60
落海36 落海　圭介 （ドナルド）

菊池
62

6440 菊池　辰哉 （雷　門）

6138 飯島　英之 （アスコット）
飯島

39 冨川　智寿 （ドミノ）

76(2) 角井42 角井　貴幸 （フリー）

飯島
6141 恩田　豊 （サンジョリティー）

角井

6444 長谷川　佳宏 （フリー）
山本

篠崎

63
43 黒津　悦志 （フリー）

上條

6145 山本　正延 （キティー） 山本
7546 篠崎　孝太 （フリー）

片原　琢久矢 （フリー）

60
50 上條　絋輝 （アットホーム）

6248 館農　政仁 （フリー） 館農 　
　　　　楽しいこと全力で！
　　　　　　台東テニスは令和も元
気

61
上條49

6247 小野　晃嗣 （フリー）
上條



　種目：　女子ダブルス一般　予選　　　　　　　　　　　　　
Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

Eブロック

Fブロック

Gブロック

Hブロック

　種目：　女子シングルス一般　　　　　　　　　　　

1 岩渕　扶美子 品田　香苗 （キティー） （トップスピン）

3 霧生　　香 河端　麻子 （中　商） （ドナルド） 60

6
2 山下　光世 蛭田 智子 （フリー） (コミュニケーション) 霧生・河端 60

霧生・河端

2
5 小池　正美 鈴木　康子 （キティー） （キティー） 深井・松本

4 足利　直美 峯村　浩美 （ドミノ） （言問）

62

足利・峯村

7 神野　志津子 門脇　治絵子 （キティー） （キティー）

6 深井　光子 松本　由喜江 （フリー） （フリー） 63

小山・小玉
14

8 堀口　梨恵 目黒　幸江 （ＴＴＣ） （ＴＴＣ） 小山・小玉NS 61

10 川村　夕起子 山﨑　陽子 （トップスピン） （トップスピン）

9 小山　喜子 小玉　光子 （ドミノ） （ドミノ） WO

斎藤・北村

12 加藤　秀子 中村　千恵子 (柳 北) (柳 北)

10
11 斎藤　伸江 北村　知子 (ポップコーン) (ポップコーン) 斎藤・北村

61
61

7
14 野口　厚子　　 酒向　志津子 （フリー） (ポップコーン)

13 大森　瑞枝 名雪　よしみ （中　商） （中　商）
大森・名雪

60

16 安田　貴子 高山　佳子 （フリー） （朝日信金）

15 小倉 左起子 木村　結城 （アットホーム） （フリー） WO
NS

新家・布施

18 新家　智美 布施　真紀 （フリー） （フリー） WO

15
17 稲垣　佐知子 青木　信奈子 （トップスピン） （トップスピン）

NS 64

20 佐伯　　薫 峯村　瑠梨子 （中　商） （ドナルド） 63 大木・本田
11

19 大木　和美 本田　祐子 （浅草） （浅草） 大木・本田

63

22 藤沢　典子 菊池　奈美江 （中商） （中商） 61

21 中島　礼子 井上　叔子 （フリー） （フリー） 藤沢・菊池

24 並木　照美 窪田　寛子 （フリー） （フリー） 61 並木・窪田
3

23 羽山　千恵子 宮沢　雅子 (柳　北） （ポップコーン） 並木・窪田

1 鈴木　真起子 （アットホーム）

2 BYE BYE

60

26 久松　由恵 轟　千明 (コミュニケーション) (コミュニケーション) 64

25 本木　利理加 丸山　亜沙子 （トップスピン） （リバーサイド） 本木・丸山

鈴木4 山田　まゆみ （ドナルド）

鈴木

倉島 603 倉島　理紗 （フリー）

7 BYE BYE 76

605 岡崎　菜々子 （フリー）
本木6 BYE BYE

8 本木　利理加 （トップスピン） 鈴木
629 名取　雅子 （フリー）

山﨑12 武部　知子 （フリー） 64

名取10 BYE BYE
75

11 丸山　亜沙子 （リバーサイド） 丸山

6013 長谷川　恵美 （キティー） 長谷川
山﨑14 青天目　澄子 （フリー）

16 山﨑　陽子 （トップスピン）
　楽しいこと全力で！
　　台東テニスは令和も元気

60

6015 BYE BYE



　種目：　男子ダブルス一般　　本戦

　種目：　女子ダブルス一般　本戦

NS

NS

（コミュニケーション）

（柳北）

　　　　　　楽しいこと全力で！
　　　　　　　台東テニスは令和も元気

1 水谷　英章 菊地　総 （中　商） （中　商）

2 西　大介 鈴木　圭三

5 山本　正延 安部 秀之　 （キティー） （ザイセイ）

（コミュニケーション）

3 羽山　拓也 小山　優希 （柳北）

7 吉田　裕介 両角　康雄 （浅　草） （中　商）

4 小柳　遊多 齊藤　祐祈 （かなすぎ） （アットホーム）

9 鈴木　暁士 上田　将貴 （アットホーム） （アスコット）

6 小船　祐樹 葉山　征希 （ドミノ） （ドミノ）

11 富江　知孝 辻　冨美男 （ドナルド） （フリー）

8 磯田　公成 小池田　翔太 （浅　草） （浅　草）

13 山崎 裕也 上條　絋輝 （アットホーム） （アットホーム）

10 西條　智博 中江　太 （オールウェザー） （オールウェザー）

15 柴原　宏紀 白石　凌 （フリー） （フリー）

12 秋場　祐弥 大内　悠輔 (柳 北) (柳 北)

1 鈴木　真起子 峯村　有佳子　（アットホーム） （言　問）

14 秋山　直哉 冨川　琢矢 （ドナルド） （ドミノ）

3 並木　照美 窪田　寛子 （フリー） （フリー）

16 磯田　剛 榛葉　太郎 （浅　草） （浅　草）

5 佐藤　光子 石橋　知佐子 (ポップコーン) (ポップコーン)

2 足利　直美 峯村　浩美 （ドミノ） （言問）

7 大森　瑞枝 名雪　よしみ （中　商） （中　商）

4 石井　美和子 石津　里美 （ドナルド） （ドナルド）

9 田村　知子 瀧川　友美 （浅　草） （アットホーム）

6 霧生　　香 河端　麻子 （中　商） （ドナルド）

11 大木　和美 本田　祐子 （浅草） （浅草）

8 山崎　由加里 秋山　充代 （アットホーム） （ドナルド）

15 新家　智美 布施　真紀 （フリー） （フリー）

10 斎藤　伸江 北村　知子 (ポップコーン) (ポップコーン)

12 渡辺　真奈美 小野　満里子 （アスコット） （ポップコーン）

13 堤　　恵子 加藤　祥子 (ポップコーン) (ポップコーン)

小柳・斎藤

61

磯田・小池田

75

秋場・大内

（ドミノ） （ドミノ）

NS

NS

NS

秋山・冨川

62

並木・窪田 60

64

63

WO

田中・中村

大木・本田 60

64

田中・中村
61

60

14 小山　喜子 小玉　光子

16 田中　千秋

60

中村　裕美子 （浅　草） （アットホーム）

WO

小柳・斎藤

64

山本・安部

64

磯田・小池田

60

WO

磯田・小池田

64

秋場・大内

62

64

61

秋場・大内

WO

並木・窪田

WO

秋山・冨川

佐藤・石橋

佐藤・石橋 61

61
佐藤・石橋

山崎・秋山
62

田中・中村

堤・加藤 64

61 田中・中村

田村・瀧川 63

60
田村・瀧川


