
　

選 抜 大 会 第３１回 一般男子 優勝 川島　進（シェラトン）

2位 西岡友之（中商）
3位 平川将吾（シェラトン）
4位 吉本俊策（アスコット）
5位 保土田優士（コミュニケーション）
6位 大屋匠平（シェラトン）
7位 小林友也（トップスピン）
8位 西條智博（オールウェザー）

一般女子 優勝 鈴木郷子（トップスピン）
2位 瀧川友美（アットホーム）
3位 田村知子（浅草）
4位 磐長谷博子（東叡）

ベテラン男子45 優勝 新屋一彦（ＴＴＣ）
2位 並木政彦（ロイヤル）
3位 久能　功（キティー）
4位 久保敏昭（アットホーム）

ベテラン男子55 優勝 細谷泰弘（トップスピン）
2位 滝口健一（オールウェザー）

ベテラン男子65 優勝 小林三千隆（アットホーム）
ベテラン女子40 優勝 石津里美（ドナルドダック）

2位 玉村和惠（コミュニケーション）
ベテラン女子50 優勝 矢口キワ子（七花）

団　体　戦 第３２回 一部 優勝 シェラトン 5位 トップスピン
2位 ロイヤルA 6位 ドナルドダックA
3位 浅草A 7位 アスコットA
4位 東叡A 8位 ドミノA

二部 優勝 中商A
2位 ポップコーンB
3位 アットホーム
4位 オールウェザーA

ジュニア大会 第１０回 小中男子A 優勝 木村雄也 3位 小嶋誓羅
2位 小林瑞樹 4位 佐藤　旬

小中男子B 優勝 根上拓也 3位 林　健太郎
2位 吉田直樹 4位 高橋　直

小中女子A 優勝 青木菜奈 3位 大塚由奈
2位 服部智恵理 4位 宮川織衣

小中女子B 優勝 村田奈奈美 3位 石川祥子
2位 山田祐菜 4位 小田遥香

高校生男子 優勝 青木大輔 3位 山内遼斗
2位 小柳遊多 4位 尾前健二

高校生女子 優勝 武井祐子
2位 染谷亜美

区 民 大 会 第５９回 高校生男子 優勝 山内遼斗･小柳遊多(青山･つばさ総合)
2位 山本海斗･渡辺祐太(上野高校)
3位 宗村圭治･筑井紘平(蔵前工業)
4位 和田蒔人･吉岡　俊(深川･城東)

一般男子 優勝 西岡友之･小柴朋幸(中商)
2位 磐長谷知孝･吉本俊策(東叡･ｱｽｺｯﾄ)
3位 磯田公成･栗原隆彰(浅草･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)
4位 山田徳和･吉田裕介(ｱｽｺｯﾄ･浅草)
5位 川島　進･佐藤誠悟(ｼｪﾗﾄﾝ)
6位 水谷英章･菊地　総(中商)
7位 岡田直樹･枝村展生(ｱｽｺｯﾄ)
8位 須田健太郎･松本秀樹(ﾄﾞﾐﾉ)

一般女子 優勝 田村知子･瀧川友美(浅草･ｱｯﾄﾎｰﾑ)
2位 山崎由加里･山崎真起子(ｱｯﾄﾎｰﾑ)
3位 秋山充代･面谷昌子(ﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾀﾞｯｸ)
4位 磐長谷博子･一色智美(東叡)
5位 藤沢典子･菊地奈美江(ﾏﾝﾀﾞﾘﾝﾀﾞｯｸ)
6位 大山留美子･甲斐知美(ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)
7位 岩渕扶美子･品田香苗(ｷﾃｨｰ･ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)
8位 内山桂子･前鶴かおり(ﾛｲﾔﾙ)
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区 民 大 会 第５９回 ベテラン男子 優勝 平山一雄･高野祐志(ﾄﾞﾐﾉ)
2位 鈴木秀雄･滝口建一(ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ)
3位 内山　学･佐藤武博(ﾛｲﾔﾙ)
4位 山崎　潔･久保敏昭(ｱｯﾄﾎｰﾑ)

グランドベテラン男子 優勝 奥山貴市･大山英夫(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･一般)
2位 佐藤　昭･熊谷信夫(ｱｽｺｯﾄ)
3位 飯島捷語･田中好雄(言問)
4位 忍　賢一･太田慎一(ｱｽｺｯﾄ･浅草)

グランドベテラン男子S 優勝 富田常治･河村　護(言問)
ベテラン女子 優勝 中澤純子･小野満里子(ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)

2位 渡邊幸子･和泉かほる(ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ)
グランドベテラン女子 優勝 今村美津枝･今村エリ(TTC)

2位 矢口キワ子･斎藤美子(七花)
ミックスダブルス 第２８回 一般の部 優勝 磯田　剛･田村知子(浅草)

2位 石谷勇次･瀧川友美（ｱｯﾄﾎｰﾑ)
3位 山崎　潔･山崎真起子(ｱｯﾄﾎｰﾑ)
4位 水谷英章･藤沢典子(中商)

ベテラン100の部 優勝 成瀬雅之･佐藤紀子（橋場）
2位 忍　賢一･小野満里子(ｱｽｺｯﾄ･ﾎﾟｯﾌﾟｺ-ﾝ)
3位 野崎和夫･今村美津枝(TTC)
4位 福岡正夫･玉村和惠(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)

ベテラン110の部 優勝 細谷泰弘･菊池祝子(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)
2位 三田日成･平山なり子（ﾄﾞﾐﾉ)

ニューイヤー大会 第２２回 １位グループ 優勝 浅草 ３位 橋場
２位 ドミノ ４位 アットホーム

２位グループ 優勝 東叡 ３位 駒形
２位 オールウェザー ４位 レオ

３位グループ 優勝 言問 ３位 キティー
２位 中商 ４位 ＯＹテニス

レディース大会 第１９回 １位トーナメント 優勝 品田香苗･宮沢雅子
２位 丸山和子･窪西康子

２位トーナメント 優勝 原恵理子･紺野衣久子
２位 斉藤貴子･大木ゆきえ

３位トーナメント 優勝 今村美津江･今村エリ
２位 原廣子･芦田三香子

４位トーナメント 優勝 藤野陽子･安武清美
２位 恩田幸江･村田敦子

2 台東区テニス協会（2010年4月～2011年3月）


