
台東区テニス協会

選 抜 大 会 第34回 一般男子 優勝 川島　進（シェラトン）
2位 栗原隆彰（ポップコーン）
3位 秋山直哉（ドナルドダック）
4位 磯田公成（浅草）
5位 吉本俊策（アスコット）
6位 稲野　亘（アスコット）
7位 磯田　剛（浅草）
8位 長谷川亮（ポップコーン）

一般女子 優勝 峯村有佳子（言問）
2位 葛西知子（柳北）
3位 木名瀬朝子（アットホーム）
4位 中村裕美子（ロイヤル）

ベテラン男子45 優勝 小島和心（アスコット）
2位 野崎和夫（ＴＴＣ）
3位 新屋一彦（ＴＴＣ）
4位 久能　功（キティー）

ベテラン男子55 優勝 飯島捷語（言問）
2位 細谷泰弘（トップスピン）
3位 藤戸　勉（ポップコーン）
4位 滝口建一（オールウェザー）

ベテラン男子65 優勝 田中　昇（アスコット）
ベテラン女子40 優勝 佐通博子（ロイヤル）

2位 石津里美（ドナルドダック）
ベテラン女子50 優勝 深井光子（アド）

2位 今村美津枝（TTC）
団　体　戦 第35回 一部 優勝 ポップコーン（A） 5位 ルコールアⅡ

2位 アットホーム（B） 6位 ロイヤル（A）
3位 アスコット（A） 7位 TTC（A）
4位 アスコット（B） 8位 東叡（A）

二部 優勝 コミュニケーション（B）
2位 オールウェザー（A）
3位 コミュニケーション（A）
4位 キティー（B）

ジュニア大会 第13回 小･中学生男子 優勝 川村拓真 3位 新倉秀明
2位 小磯涼太 4位 轟　佑介

小･中学生女子 優勝 青木梨奈
2位 秋場沙耶

高校生男子 優勝 木村雄也 3位 辻　飛雅
2位 村田翔太郎 4位 金平健銘

高校生女子 優勝 青木菜奈 3位 西村和叶
2位 中田紗瑛 4位 石川万由

区 民 大 会 第62回 一般男子 優勝 吉本俊策･稲野　亘（ｱｽｺｯﾄ)
2位 後藤　渉･佐野特之（ﾌﾘｰ)
3位 磯田　剛･榛葉太郎（浅草）
4位 須田健太郎･松本秀樹(ﾄﾞﾐﾉ)
5位 磯田公成･栗原隆彰（浅草･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ）
6位 鈴木隆夫･長谷川亮(ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)
7位 秋場愛彦･秋場裕弥（ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ）
8位 西條智博･中江　太(ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ)

一般女子 優勝 葛西知子･木名瀬朝子(柳北･ｱｯﾄﾎｰﾑ)
2位 田村知子･瀧川友美(浅草･ｱｯﾄﾎｰﾑ）
3位 山崎由加里･山崎真起子(ｱｯﾄﾎｰﾑ)
4位 田中雪乃･滝口奈々子(ﾄﾞﾐﾉ)
5位 石井美和子･石津里美（言問･ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ)　
6位 峯村浩美･峯村瑠梨子（言問）
7位 内山桂子･前鶴かおり（ﾛｲﾔﾙ）
8位 木元登茂子･小貫君代（ﾄﾞﾐﾉ･浅草）
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区 民 大 会 第62回 高校生男子 優勝 藤沼利希･山川嘉城（上野高校）
2位 島津知広･佐藤　柊（上野高校）
3位 石鍋友揮･小松崎晃（上野高校）
4位 山内航一･安倍悟士（上野高校）

ベテラン男子45 優勝 山崎　潔･津井留和成（ｱｯﾄﾎｰﾑ)
2位 佐通　悟･小島和心（ﾛｲﾔﾙ）
3位 久保敏昭･吉田　昭（ｱｯﾄﾎｰﾑ)
4位 高野祐志･竹垣洋一（ﾄﾞﾐﾉ)

ベテラン男子55 優勝 奥山貴市･大山英夫（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)
2位 飯島捷語･田中　昇（言問･ｱｽｺｯﾄ)
3位 川島俊通･細谷泰弘(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)
4位 平山一雄･古川智男(ﾄﾞﾐﾉ)

ベテラン男子65 優勝 三田日成･堤　俊雄(ﾄﾞﾐﾉ)
2位 森田　稔･山本　修(ｼｪﾗﾄﾝ)

ベテラン女子40 優勝 青木淳子･大渕由美子(TTC)
2位 岡本里香･水島洋子(ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ)

ベテラン女子50 優勝 今村美津枝･今村エリ(TTC)
2位 小嶋員代･高原道子(ｼｪﾗﾄﾝ･ﾛｲﾔﾙ)
3位 寺崎綾子･石井真優美(ﾏﾝﾀﾞﾘﾝ)
4位 和泉かほる･鬼沢ひろみ(ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ)

ミックスダブルス 第31回 一般の部 優勝 磯田　剛･田村知子(浅草)
2位 山崎　潔･山崎真起子(ｱｯﾄﾎｰﾑ)
3位 山崎裕也･山崎由加里(ｱｯﾄﾎｰﾑ)
4位 石山研吾･面谷昌子(ﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾀﾞｯｸ)
5位 小船佑樹･田中雪乃(ﾄﾞﾐﾉ)
6位 山本浩司･芳村聖真(ｷﾃｨｰ)
7位 秋山直哉･秋山充代(ﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾀﾞｯｸ)
8位 水谷英章･藤澤典子(中商)

ベテラン100の部 優勝 野崎和夫･今村美津枝（TTC）
2位 久能　功･神野志津子（ｷﾃｨｰ）
3位 麻尾正巳･寺崎綾子(中商･ﾏﾝﾀﾞﾘﾝ)
4位 新屋一彦･今村エリ（TTC）

ベテラン110の部 優勝 大山英夫･鈴木ゆり子（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）
2位 細谷泰弘･中澤純子（ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ）
3位 田中好雄･武田好子(言問･ｼｪﾗﾄﾝ)
4位 川村　護･峯村浩美(言問)

ニューイヤー大会 第25回 第1グループ 優勝 東叡 景品 オールウェザー
（親善テニス大会） 2位 コミュニケーション

第2グループ 優勝 ドミノ 景品 キティー
2位 TTC

第3グループ 優勝 ポップコーン 景品 言　問
2位 アットホーム

OneDayダブルス大会 第1回 女子の部 優勝 鈴木康子･小池正美
（初･中級者の大会） 2位 小嶋員代･栗原亜矢子

　レディース 第22回 3位 大渕由美子･青木淳子
　メンズ 第1回 4位 松崎ゆり子･照井照子

男子の部 優勝 西　大介･鈴木圭三
2位 加藤翔平･永見　敦
3位 斎藤太洋･今本浩史
4位 小船佑樹･金谷優樹
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