
　

選 抜 大 会 第32回 一般男子 優勝 川島　進（シェラトン）
2位 秋山直哉（ドナルドダック）
3位 大屋匠平（シェラトン）
4位 吉本俊策（アスコット）
5位 栗原隆彰（ポップコーン）
6位 水谷英章（アスコット）
7位 西條智博（オールウェザー）
8位 磯田　剛（浅草）

一般女子 優勝 峯村有佳子（言問）
2位 滝口菜々子（ドミノ）
3位 面谷昌子（ドナルドダック）
4位 山崎真起子（アットホーム）

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

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）

ベテラン男子65 非成立
ベテラン女子40 非成立
ベテラン女子50 優勝 今村美津枝（ＴＴＣ）

2位 後藤信子（アットホーム）
団　体　戦 第33回 一部 優勝 ポップコーンA 5位 ドナルドダックA

2位 ポップコーンB 6位 オールウェザーA
3位 アスコットA 7位 ロイヤルA
4位 シェラトン 8位 浅草B

二部 優勝 アスコットC
2位 橋場
3位 アスコットB
4位 アットホームB

ジュニア大会 第11回 小中男子A 優勝 根上拓也 3位 赤須達哉
2位 小林葵人 4位 若田翔喜

小中男子B 優勝 川村拓真 3位 宮川　季
2位 丸山優太 4位 小磯涼太

小中女子A 優勝 青木菜奈 3位 大塚由奈
2位 村田奈奈美 4位 後閑日香梨

小中女子B 優勝 高橋桃花 3位 石渡千遥
2位 飛田　綾 4位 青木梨奈

高校生男子 優勝 青木大輔 3位 川島夢斗
2位 秋場祐弥 4位 坂本拓也

高校生女子 優勝 岡田麻衣
2位 染谷亜美

区 民 大 会 第60回 一般男子 優勝 磯田公成･栗原隆彰(浅草･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)
2位 水谷英章･菊地　総(中商)
3位 須田健太郎･松本秀樹(ﾄﾞﾐﾉ)
4位 小林大裕･大屋匠平(ｼｪﾗﾄﾝ)
5位 滝田英作･菊池辰哉(TTC･雷門)
6位 磯田　剛･榛葉太郎（浅草）
7位 西條智博･滝口洋平(ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ)
8位 並木義彦･倉本勝巳(ﾛｲﾔﾙ)

一般女子 優勝 会田明子･堤　恵子(ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)
2位 田村知子･瀧川友美(浅草･ｱｯﾄﾎｰﾑ)
3位 並木照美･池田恵理(ﾛｲﾔﾙ)
4位 武田好子･佐藤絶子(ｼｪﾗﾄﾝ)
5位 内山桂子･前鶴かおり(ﾛｲﾔﾙ)
6位 石井美和子･石津里美(言問･ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ)
7位 秋山充代･面谷昌子(ﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾀﾞｯｸ)
8位 木元登茂子･小貫君代(ﾄﾞﾐﾉ･浅草)

高校生男子 優勝 恩田幸樹･渡辺涼介(保善高･戸山高)
2位 坂本拓也･小西　空(忍岡高)

高校生女子 優勝 岡田麻衣･大山真凛(上野高校)
中学生男子 優勝 若田翔喜･高橋　直(白鴎付属中)
中学生女子 優勝 後閑日香梨･大塚由奈(上野中)
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区 民 大 会 第60回 ベテラン男子45 優勝 野崎和夫･新屋一彦(TTC)
2位 中屋康浩･鈴木秀雄(TTC･ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ)
3位 山崎　潔･久保敏昭(ｱｯﾄﾎｰﾑ)
4位 内山　学･佐藤武博(ﾛｲﾔﾙ)

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･一般)
2位 中村昌勇･山口正次(中商)
3位 小林三千男･市川淳(ｷﾃｨ)
4位 細谷泰弘･川島俊通(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)

ベテラン男子65 優勝 袴田正毅･白石三穂(ｱｽｺｯﾄ)
ベテラン女子40 優勝 今村美津江･今村エリ(TTC)

2位 速水美枝子･尾崎ゆかり(ｵｰﾙｳｪｻﾞｰ)
3位 深井光子･大屋さつき(ｱﾄﾞ)
4位 鈴木ゆり子･小俣恵津子（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)

ベテラン女子50 優勝 中澤純子･小野満里子(ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)
2位 今井和子･高原道子(ｼｪﾗﾄﾝ･ﾌﾘｰ)

ミックスダブルス 第29回 一般の部 優勝 石山研吾･面谷昌子(ﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾀﾞｯｸ)
2位 太田健一･太田香純(ﾛｲﾔﾙ)
3位 枝広　憲･大井田久美(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)
4位 山崎裕也･山崎由加里(ｱｯﾄﾎｰﾑ)

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 中村昌勇･吉村のり子(中商･ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ)
4位 大山英夫･鈴木ゆり子(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)

ベテラン110の部 優勝 田中　昇･斉藤寿枝(ｱｽｺｯﾄ)
2位 細谷泰弘･菊池祝子(ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ)

ニューイヤー大会 第23回 第1ブロック 優勝 キティー 3位 ＯＣＡ関東
（親善テニス大会） 2位 オールウェザー 4位 東叡

第2ブロック 優勝 ドミノ 3位 コミュニケーション
2位 言問 4位 朝日信金

第3ブロック 優勝 アスコット 3位 柳北
2位 アットホーム 4位 トップスピン

レディース大会 第20回 1位トーナメント 優勝 山中まどか･森田芳枝
2位 西山邦子･西山侑希

2位トーナメント 優勝 岩田玲子･黒津正子
2位 高木美智子･加藤礼子

3位トーナメント 優勝 高山佳子･世代有希
2位 丸山伸江･山井真理

4位トーナメント 優勝 深井光子･大屋さつき
2位 浜野仁美･山口麻須美
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