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鈴木信孝(jolly fellows)

第56回目黒区体育祭 秋季テニス大会 一般混合ダブルス
平成２９年１１月１９日（日）
目黒区立碑文谷体育館庭球場

渡辺正幸(ｊｏｌｌｙ ｆｅｌｌｏｗｓ )
髙城美恵(ｊｏｌｌｙ ｆｅｌｌｏｗｓ )

48

畠山晋(ＶＡＭＯＳ)
神山宏予(Ｊ＆Ｂ)

49

平川昭久(フリー)
平山美奈子(フリー)

50

小山亮平(フリー)
牧野智子(フリー)

51

小澤伸夫(ＴＴＣ)
藤井江利子(ｇｅｍ)

52

窪田有登(アルテミス)
関口真理(アルテミス)

53

安田司(つくね)
稲垣きくえ(つくね)

54

山本亨(Ｊ＆Ｂ)
山本典子(フリー)

55

堀川博史(フリー)
湯本真弓(フリー)

56

岡光男(ＭＣメイト)
白石ひろみ(ＭＣメイト)

57

菊地耕介(フリー)

竹澤正人(よさこい)
田辺恵子(駒場クラブ)

58

内田智弘(ｓａｌｔａｒ)

梶間健吾(ＶＡＭＯＳ)
稲熊紀子(ＶＡＭＯＳ)

59

松本展之(フリー)

中山隆司(よさこい)
長坂利奈(よさこい)

60

高岡裕規(フリー)

森黒土(ナインメイツ)
森享子(フリー)

61

武藤賢司(よさこい)

羽山茂(フリー)
植田知恵(フリー)

62

大宮伸一(フリー)

須崎総一(なかよし会)
萩原里美(なかよし会)

63

吉田慎一(オクテット)

西之野隆(つくね)
田島真理子(つくね)

64

堀内正太郎(自由が丘インターナショナルテニスカレッジ)

小島和也(ＭＣメイト)
佐々木祥子(フリー)

65

守屋修一(フリー)

坂元厚夫(フリー)
加藤暢子(フリー)

66

吉岡聡(フリー)

鈴木利夫(フリー)
清水澄子(フリー)

67

亀井剛(フリー)

杉谷雅美(ＴＴＣ)
鈴木友恵(よさこい)

68

佐藤史高(フリー)

伊藤克行(ＶＡＭＯＳ)
高橋紀和子(ＶＡＭＯＳ)

69

篠崎淳一(よさこい)

吉岡貴大(ＪＦ ラウルス)
奥富美子(ｊｏｌｌｙ ｆｅｌｌｏｗｓ)

70

福田亘(ｊｏｌｌｙ ｆｅｌｌｏｗｓ )
寺内純子(ｊｏｌｌｙ ｆｅｌｌｏｗｓ )

71

榎本泰治(ＭＣメイト)

三浦方雄(Ｊ＆Ｂ)
鈴木裕子(Ｊ＆Ｂ)

72

戸田修二(ＢＯＢ)

堀口彰一(つくね)
堀口直子(つくね)

73

岩崎信幸(フリー)

原口宏(なかよし会)
岸野美知子(なかよし会)

74

加藤武智(よさこい)

中島隆行(チームα)
鈴木万寿美(ＶＡＭＯＳ)

75

小澤圭伍(フリー)

高谷真次(フリー)
高谷品子(フリー)

76

1 岩下江里(チーム目黒)
山本大介(なかよし会)

2 祖父江彩乃(なかよし会)
福田健雄(ノイオン)

3 三ケ野美子(ノイオン)
田中史仁(つくね)

4 吉井順子(つくね)
岡憲雄(フリー)

5 原田美砂子(Ｊ＆Ｂ)

集合時間
８：４５分
１Ｒスタートの全選手
No.2.3.7-10.13-16.19-22
No.25-28.31-34.37-40.43-46
No.49.50.54-57.60-63.66-69
No.72-75.78-81.84-87.91.92

斉藤哲也(ＪＦ 駒沢ロイヤル)

6 金枝美穂(駒沢ロイヤル)

１０：３０分

西谷昌純(よさこい)

7 塚原純子(よさこい)

２Ｒスタートの左山の選手
No.1.4-6.11.12.17.18.23.24
No.29.30.35.36.41.42.47

伊藤隼人(ＶＡＭＯＳ)

8 黒木歓子(ＶＡＭＯＳ)
島村正彦(フリー)

9 松本美代子(フリー)
田嶋慶太(フリー)

10 田嶋千波(フリー)

１１：３０分

２Ｒスタートの右山の選手
No.48.51-53.58.59.64.65.70
No.71.76.77.82.83.88-90.93

11 菊地実佐子(フリー)
(8)

12 松石麻里(フリー)
13 松本奈月(フリー)
14 渡辺悠子(フリー)

15 武藤洋子(よさこい)
16 大宮香織(フリー)
17 磯貝ひろ子(ＭＣメイト)
18 寺師明香(自由が丘インターナショナルテニスカレッジ)
19 高畠恵理(なかよし会)
20 古山晴美(ＶＡＭＯＳ)
21 太田まりも(つくね)
22 佐藤和代(フリー)
23 宮井真紀(ＭＣメイト)
(4)

田澤利弥(Ｊ＆Ｂ)

24 入舟由佳(フリー)

FINAL

25 榎本恵子(ＭＣメイト)
26 戸田悦子(ＢＯＢ)
27 岩崎玲子(フリー)
28 秋野純子(フリー)

29 山田千恵子(フリー)
鈴木新治(ＶＡＭＯＳ)

※ シードペアについて

澤渡晶夫(駒場クラブ)
石崎えり子(駒場クラブ)

77

唐澤享一(なかよし会)

トーナメント番号の横に
数字が入っているペアが
シードペアで、数字が
シード順です。

河合直樹(フリー)
松宮智子(フリー)

78

井上秀樹(武蔵野ローン)
井上千絵(武蔵野ローン)

79

渡辺浩(フリー)

稲葉俊彦(フリー)
稲葉雅美(フリー)

80

小林秀行(つくね)

佐瀬弘和(よさこい)
藤尾桂子(よさこい)

81

水田修(ｊｏｌｌｙ ｆｅｌｌｏｗｓ)

新田一雅(フリー)
堤下順子(マカマカ)

82

成瀬雅之(ｓａｌｔａｒ)
吉永晴香(フリー)

83

堺純悦(フリー)
吉野なほみ(フリー)

84

中嶋豊(チームかんな)

永冨隆康(フリー)
土本直子(フリー)

85

桂岡潔(ノイオン)

高千穂勝(フリー)
藤井ひろみ(Ｊ＆Ｂ)

86

竹原邦彦(ウイング)
友山雅美(つくね)

87

信安健一(よさこい)
竹田佐保里(よさこい)

88

釜田尚彦(フリー)
釜田加代(フリー)

89

水野広明(ＷＡＦＵ)
大西優香(駒場クラブ)

90

河西康悦(フリー)

角田邦義(フリー)
大西洋子(フリー)

91

木村憲介(ＡＴＣ)

山本章(チームα)
杉﨑恵里子(フリー)

92

有馬和範(よさこい)

荒張輝雄(フリー)
荒張紀久子(フリー)

93

30 金井千秋(ＶＡＭＯＳ)
31 馬場めぐみ(なかよし会)
髙科淳(駒場クラブ)

32 髙科宙美(駒場クラブ)
33 谷田部恵子(ＷＡＦＵ)
34 藤田ルミ子(つくね)
35 加藤恵(アルテミス)
(5)

髙林邦年(ｓａｌｔａｒ)

36 横矢安奈(フリー)

前田敦裕(よさこい)

37 鈴木順子(なかよし)

※ 選手・応援・観覧の皆様へ
ランニングコースを塞がないでください。
特に選手の出待ちは一般の方に
大変迷惑ですのでやめてください。

38 中嶋亜矢(チームかんな)
39 高橋央江(Ｊ＆Ｂ ＭＡＲＩＯ)
寺崎英二(フリー)

40 山岡ふみ子(フリー)
松永武(オクテット)

41 石井博美(ロータス)
佐々木淳次(フリー)

42 佐々木優(フリー)

吉本雄也(ノイオン 馬込ＴＣ)

43 伊藤智子(アルテミス)
44 山口みゆき(フリー)
45 金本純子(ＡＴＣ)
46 外山玲子(よさこい)
藤田益也(つくね)

47 江口恵美子(つくね)

※ 選手の皆様へ
過度な呼び出しは、試合中の選手に
とって、プレーの妨げとなります。
呼ばれそうなタイミングで本部付近に
待機をお願いします。
過度な呼び出しは致しません。
各ペアで、呼び出される準備をしておいてください。
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