
第29回埼玉県都市対抗テニス大会錯果
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対戦チーム �臥　　　1 ��トータルスコア �鵬．　　　2 
◎　さいたま市 �� �啓月部市 

「Tr盲扁m2 
穏　目 �選手名 ��ス　コ　ア �選手名 

女子複 �0 �河田景子 宮田悠衣 �9　　　　　7 � �丸田有花 岡木筆棄 

男　子複 � �木村食大 田口正一郎 �5　　　　　8 �0 �芳賀相克 及川克己 

ベテラン1部 �0 �関根　法王 �8　　　　　2 � �中澤　征樹 

男　手　複 ��長谷部　健二 ���片棚l公雲 

ベテラン �0 �鎌田　種子 �8　　　　　4 � �楕島　笑子 

女子複 ��江口　千佳子 ���堀内　聡乃 

ベテランま部 �0 �蒲8　幹男 �8　　　　　2 � �丸田　重人 

男　子複 ��田温　文啓 ���菱川　隆史 

女　子　単 � �冨田　悠衣 �2　　　　　8 �0 �丸田　有花 

男　子　単 �0 �田口　正一郎 �8　　　　　2 � �及川　克己 

対戦チーム �恥．　　　8 ��トータルスコア �鵬．　　10 
戸田市 ��3回Doubk6回4 �◎　東松山市 

「Tr【諒蒜丁¶ 
棲　冒 �逆手名 ��ス　コ　ア �濃学名 

女　手　櫓 � �沖胡巣紀 大西昌美 �6　　　　　8 �0 �神田安希手 須農千〇 

男　子　複 � �中野純平 永田康之 �6　　　　　8 �0 �■ql′ヽ冊′中 高椙翔平 

ベテラン1部 �0 �榊原　忠雄 �8　　　　1 � �仙元　　繁和 

男　子複 ��呉　　銘超 ���宮川　　和久 

ベテラン �0 �佐久間晴喪 �8　　　　1 � �木本　友集 
女　子　複 ��沖胡　　教子 ���池上　増せ 

ベテラン2部 � �／Iヽ谷　　龍司 �4　　　　8 �0 �野澤　　聡 

男　手複 ��沖胡　　一明 ���今中　　隆雄 

女　手　単 � �沖胡　美紀 �1　　　　8 �0 �須最　千尋 

男　手　観 �0 �牧野　　亮 �8　　　　　3 � �四T／ヽ崩　澤 

対戦チーム �lh　　　a　　　　　ト一・タルスコア ��貼．　　　4 lH00血btl■l ��◎　　新座市 

ltlsinか8【11 

種　目 �邁手名　　　　　ス　コ　ア ��選手名 

女子複 � �凛原　虫繍 �○ �野口こころ 木村真紀 0　　　　　8 

増田　由美 

男　子複 � �菅谷　　理 �○ �濱中量宏 稲葉健太 1　　　　8 

罰　淳之介 

ベテラン1卸 � �海老沼直樹 �0 �演中嚢治 大沢茂樹 
8 男　子複 ��小林　広幸 

ベテラン 女子複 � �小林　さなえ �0 �井井明美 谷上令子 
3　　　　　8 

藤田　伸子 

ベテラン2郁 男子機 �0 �山口　敏男 � �小井土法華 濱中豊治 
9　（4）　8 

朝田　哲夫 

女　子　単 �0 �稟原　虫機　8　　　　　3 � �稲田　　菌 

男　子　革 � �船戸　将己　1　　　　8 �0 �濱申　立宏 

対戦チーム � ��鵬．　　12 l01Do血k8－射 ��◎　　川越市 

ll日録d叫lll 

種　目 �濃手名　　　　　ス　コ　ア ��凛手名 

女　子複 � �林　　樹苅 �0 �鹿田早紀 柳原潰 3　　　　　8 

山田　真央 

男　子複 � �伊藤　和也 �○ �保科慶 竹下直隆 8　（7）　9 
曽野　責亡 

ベテラン1部 男子複 � �小谷　彦之 �Cl �羽入田浩司 長野妹 
3　　　　　8 

細井　昭一 

ベテラン 女子複 � �榊　芙美子 �0 �福原めぐみ 粛事典由紀 
0　　　　　8 

阿部　由記子 

ベテラン2節 男子機 � �松本　　晩 �○ �小倉桂一 青田幸太郎 
1　　　　8 

水元　浩一 

女　子　♯ � �林　樹薪　6　　　　8 �0 �柳應　　清 

男　子　♯ �0 �響野　貴亡　8　　　　　6 � �大野　尭太 

対戦チーム �I血　　　5 ��トータJLスコア �恥．　　　6 
⑳　　越谷市 ��8【4lDoubl●封111 �朝霞市 

l2lsinglo葛】ot 

種　目 �選手名 ��ス　コ　ア �遺草名 

女　手　榎 �○ �岡田相子 竹中昭集 �9　　　　　7 � �井村干香代 宵井倉美 

男　子　襟 �○ �石川一博 吉田5青草 �8　　　　　2 � �上村直樹 奥野隆 

ベテラン1部 � �小凝　正春 �8　（3）　9 �0 �廷廟【賢治 

男　手複 ��中村　　債 ���小崎　　適 

ベテラン �○ �鈴木　晶子 �8　　　　　5 � �離原　佐美子 

女　子複 ��棚田　めぐみ ���小l■　薔糞 

ベテラン之節 �0 �有鉛　一朗 �8　　　　　3 � �大島　信夫 

男　子　複 ��小山　利行 ���古門　武志 

女　子　単 �0 �岡田　裕子 �8　　　　1 � �立原　真由美 

弟　子　艶 �0 �有田・醜平 �8　　　　　2 � �三輪　約人 

対戦チ一・ム �旭．　　13 ��トータルスコア �恥．　　14 
上尾市 ��3l21Doubl。513l4 �◎　　熊谷市 

＝lSjn曲りll 

標　目 �遭羊毛 ��ス　コ　　ア �過羊毛 

女　子　複 �0 �今成豊 坂本明誓 �8　　　　　3 � �書簡真美江 田沼ひかり 

男　子　複 �0 �今成亮介 今井祐介 �9　く4）　8 � �野上拓也 漢音也 

ベテラン1奮l � �寺元　　撃 �5　　　　　8 �0 �農場　克哉 

男　子　楼 ��生藤　一也 ���欝井　浩司 

ベテラン � �一里山　憫集 �6　　　　　8 �0 �石橋　奈賎業 

女子複 ��荒井　豊玉 ���闊塚　長江 

ベテラン2割 � �沼里　腱司 �2　　　　8 �0 �緒方　連判 

男　子襟 ��宮村　幹夫 ���遽藤　智彦 

女　子　単 �0 �坂本‘明儒 �8　　　　　2 � �8沼　ひかり 

男　子単 � �松楕　和泉 �1　　　　8 �0 �野上　拓也 

対戦チーム �軋　　　7 ��トータルスコア �旭、　　　8 
鴻巣市 ��。丹ID血bS15l7 �◎　　所沢市 

「石偏171 
種　目 �選手名 ��ス　コ　ア �選手名 

女　子複 � �小林美智子 桑原真紀 �2　　　　　8 �○ �溝渕佳子 細心：1肢子 

男　子複 � �阪本農兵 小川貴司 �4　　　　　8 �○ �古城應格 申扁航生 

ベテラン1割 � �鶴間　清司 �●1　　　　8 �○ �杉山　智彦 

男　子　複 ��加藤　　徹 ���藤井　良成 

ベテラン � �古賀　和恵 �3　　　　　8 �0 �阿部　純子 

女子複 ��大石　富子 ���板橋　千、■ 

ベテラン1釦 � �古館　文革 �2　　　　　8 �○ �太田　吉夫 

男　子機 ��漕水　和 ���小松川　城 

女　子　艶 � �小久保　由花 �2　　　　　8 �0 �鈴木　直子 

男　手　単 � �西崎　雄祐 �3　　　　　8 �○ �中泉　抗生 

対戦チーム �鵬．　　15 ��トータルスコア �恥．　　16 
草加市 ��卍ID。Ubk8l4l＄ �◎　　狭山市 

l018如b8121 

種　目 �選手名 ��ス　コ　ア �選手名 

女　子複 � �岡田歩美 内山正子 �0　　　　8 �○ �本楯文集 山浦はる鬱 

男　子複 � � �W．0． �0 �緋峨翔平 縫晴舶平 

ベテラン1部 �0 �兼田　正道 �8　　　　　4 � �杉山　美濃 

男　子複 ��山崎　正叶 ���吉澤　裕二 

ベテラン � �加藤　香代 �0　　　　8 �0 �和久井道代 
女子せ ��谷　亜矢子 ���石関　頼子 

ベテラン2倒 � �大専　孝幸 �0　　　　　8 �0 �石田　和欒 

男　子複 ��平野　正叶 ���冨永　久光 

女子■ � �岡田　歩集 �0　　　　8 �○ �本橋　苫実 

男　子♯ � �佐藤　藩紀 �3　　　　　8 �○ �篠崎　翔平 



対戦チーム �鵬．　　　1 ��トータルスコア �鵬．　　　4 
◎　さいたま市 �� �新座市 

lllsingbSlol 

種　目 �選手名 ��ス　コ　ア �遡学名 

女子禎 � �河田景子 富田悠衣 �6　　　　　8 �0 �野口こころ 木村集配 

男手機 � �大村貴大 田口正一郎 �4　　　　　8 �0 �濱中量忠 相蕪健太 

ベテラン1割 �0 �関根　治王 �8　　　　　6 � �濱中　♯治 

男　子檎 ��長谷部　健二 ���大沢　茂樹 

ベテラン �0 �鎌田　桂子 �8　　　　1 � �★井　明美 

女手積 ��江口　千佳子 ���谷上　令子 

ベテラン主節 �0 �浦田　幹男 �8　　　　　3 � �小井土滋章 

男子櫓 ��田遽　文啓 ���濱中　豊治 

女子単 �0 �苫田　悠衣 �8　　　　　2 � �稲田　　箇 

男手廓 � �田口　正一郎 �打ち切り � �濱中　土宏 

対戦チーム �肋．　　1 ��トータルスコア �紬．　　　5 
◎　さいたま市 ��4l4恒ubI。扇1l一 �越谷市 

lotsin加島日日 

種　目 �選手名 ��ス　コ　ア �選手名 

女子棟 �0 �河田景子 青田悠衣 �8　　　　　3 � �岡田裕子 竹中昭美 

男手複 �0 �石田洋平 田口正一郎 �8　　　　　2 � �吉田清吉 有田慎平 

ベテラン1部 �0 �開櫻　法王 �8　　　　　3 � �小林　正幸 

男子機 ��長谷部健二 ���中村　　優 

ベテラン �0 �鎌田　機子 �9　　　　　7 � �細田　めぐみ 

女子檀 ��江口　千佳子 ���鈴木　晶子 

ベテラン文飾 � �浦田　幹男 �4　RFr　3 �0 �有田　一郎 

男　子櫓 ��田逸　文啓 ���小山　利行 

女手農 � �河田　景子 �打ち切り � �竹中　昭策 

男　手単 � �田口　正一郎 �字丁ち切り � �有田　≠平 

対戦チーム �仙　　　ぎ ��トータルスコア �恥　　　8 
◎　　繍谷市 ��4】2座。ubl〇百l8l3 �所沢布 

721sin由101 

標　目 �遭羊毛 ��ス　コ　ア �選手名 

女　子榎 �○ �開口裕子 竹中昭美 �8　　　　　4 � �米原恵子 清洲佳子 

男　子棲 � �石川一博 布田憤乎 �3　　　　　8 �0 �古城葬輪 中曳航生 

ベテラン1部 � �小林　正幸 �3　　　　　8 �0 �杉山　智彦 

男　子棲 ��中村　　優 ���藤井　良成 

ベテラン �○ �細臼　めぐみ �8　　　　　3 � �阿部　純子 

女　子複 ��鈴木　晶子 ���板橋　千鳥 

ベテラン2錮 � �有田　一郎 �4　　　　　8 �く） �太田　舌夫 

男　子雑 ��小山　利行 ���小松川　城 

女　子　単 �○ �開口　裕子 �8　　　　　3 � �清洲　佳子 

男　手単 �0 �布田　慎平 �8　　　　　5 � �古城　療掬 

対戦チーム �lh　　　12 ��トータルスコア �恥．　　18 
◎　　川越市 ��4川Doubo督l2l3 �狭山市 

lllsin名ね8lll 

種　目 �遣手名 ��ス　コ　ア �選手名 

女　子複 � �成田早紀 柳原涼 �4　　　　　8 �0 �本稿夏秦 山油はる香 

男　子複 � �保科慶 竹下直隆 �3　　　　　8 �○ �篠崎翔平 篠崎航平 

ベテラン1部 �0 �羽入田　浩司 �8　　　　1 � �杉山　美嚢 

男　子複 ��長野　　謳 ���吉澤　権＝ 

ベテラン �○ �福原めぐみ �8　　　　　4 � �石関　頼子 
女子櫓 ��粛藤美由紀 ���和久井道代 

ベテランま倒 �0 �小倉　蛙－ �8　　　　　4 � �石田　和美 

男　子複 ��青田幸太郎 ���冨永　久光 

女　手　単 � �柳原　濾 �2　　　　　8 �○ �本橋　夏乗 

男　子阜 �0 �大野　寛太 �8　　　　　3 � �篠崎　航平 

対戦チーム �肋，　　10 �Hルスコア �粗　　　12 
東松山市 �0回Doubkst5l5 �◎　　川越市 

IoIs叫かS再】 

穐　冒 �遣手名 �ス　コ　ア �濱羊毛 

女子複 �神田安精子 須長手書 �5　　　　　8 �0 �成田早紀 柳原涼 

男　手複 �Hl′ヽ爪」千 鳥機翔平 �6　　　　　8 �○ �壌料鹿 竹下直隆 

ベナラン1割 �仙元　　繁和 �2　　　　　8 �0 �羽入田　清司 

男　子棲 �宮川　　和久 ���長野　　誠 

ベテラン �木本　友美 �2　　　　　8 �0 �格瞭　めぐみ 

女子複 �池上　瑞枝 ���斎藤美由紀 

ベテラン2割 �今中　　隆雄 �0　　　　　8 �0 �小倉　桂一 

男　子複 �野澤　　聴 ���吉田　幸太郎 

女子単 �須長　千尋 �打ち切り � �柳原　涼 

男　子単 �高橋　　翔平 �打ち切り � �大野　寛大 

対戦チ一・ム �lぬ　　　1 �トータルスコア �恥　　　は 
◎　さいたま市 �414匝oubl¢封1！1 �、川越市 

】○再indeSlo董 

標　目 �遭手名 �ス　コ　ア �凛手名 

女子複 �河田景子 ○ 冨田悠衣 �8　　　　　5 � �成田早紀 柳原涼 

男　手複 �石田洋平 0 田口正一郎 �8　　　　1 � �保科鹿 竹下せ隆 

ぺチラン1音l 男子橋 �　関根港五 〇 �8　　　　　2 � �羽入田　浩司乱 

長谷部　健二 ���長野　　讃 

ベテラン �騰由　桂子 �1　　　　8 �0 �福原　めぐみ 

女子せ �江口・千佳子 ���膚欝美由紀 

ベテラン2割 �　浦田幹男 ○ �8　　　　　4 � �小倉　蜂－ 

男子楼 �白線　文啓 ���青田幸太郎 

女　子阜 �音田　儀衣 �打ち切り � �柳原　　浣 

男子単 �田口　正一郎 �打ち切り � �大野　寛太 

対戦チーム �恥．　　14 ��トータルスコア �貼．　　16 
熊谷市 ��0回Doublos回5 �⑳　　狭山市 

「盲「茄高市1 
磯　目 �選手名 ��ス　コ　ア �避学名 

女子櫻 � �吉岡鼻糞江 田沼ひかり �0　　　　　8 �（⊃ �本橋夏実 山浦はる響 

男　手複 � �野上拓也 漢音也 �2　　　　　8 �0 �篠峨翔平 機l培軌平 

ベテラン1部 � �馬場　克哉 �6　　　　　8 �0 �杉山　英義 

男　子複 ��藤井　浩司 ���富澤　裕ニ 

ベテラン � �石橋　奈唯美 �1　　　　8 �0 �和久井　道代 

女　子複 ��膠塚　慶江 ���石関　頼子 

ベテラン2富l � �緒方　通利 �2　　　　　8 �0 �石田　和典 

男　手複 ��遠藤　智彦 ���冨永　久光 

女子阜 � �田沼　ひかり � � �本橋　夏乗 

男　子単 � �野上　拓也 � � �篠培　翔平 

対戦チーム �帆　　　8 ��トータルスコア �紬．　　　9 
所沢市 ��1川Doubb9回5 �◎　　戸田市 

lo】引n加島111 

種　目 �選手名 ��ス　コ　ア �選手名 

女子複 � �同日裕子 竹中昭美 �2　　　　　8 �0 �本橋憲実 山浦はる等 

男　子複 � �吉田清書 石川「博 �5　　　　　8 �（⊃ �篠崎翔平 篠崎軌平 

ベテラン1膏l �0 �小林　正幸 �9　（5）　8 � �杉山　薬療 

男　子複 ��中村　　優 ���富津　裕二 

ベテラン � �紬用　めぐみ �4　　　　　8 �0 �石的　頼子 

女手複 ��鈴木　晶子 ���和久井　漣代 

ベテラン2奪8 � �有田　一郎 �6　　　　　8 �0 �石田　和典 

男　子複 ��小山　利行 ���冨永　久光 

女子単 � �竹中　相集 �2　　　　　8 �0 �本橋　夏夷 

男　子斗 � �有田　儀平 �打ち切り � �篠崎　航平 



対戦チーム �鵬．　　　2 ��ト一・ケルスコア �恥．　　　3 
◎　春日部市 ��4川D。伽st2l2 �加須滞 

lllshdOBlol 

種　目 �遭辛名 ��ス　コ　ア �選手名 

女手機 �○ �丸田有花 岡木筆奈 �8　　　　　　　　3 � �栗原史議 場内由美 

男　子複 �○ �芳賀昭尭 及川克己 �6　　　　　　　　0 � �菅谷理 前淳之介 

ベテランl伽 男子概 �○ �中澤征樹 片柳公車 �W．0． � � 

ベテラン � �福島　実子 �5　　　　　　　　7 �○ �磯田　伸子 

女子嫌 ��堀内　聡乃 ���小林　さなえ 

ベテラン2割 � �丸田　重人 �2　　　　　　　　6 �○ �山口　敵男 

男　手概 ��菱川　隆史 ���園田　甘夫 

女　子　単 �○ �丸田　有花 �6　　　　　　　　0 � �栗原　史織 

男　子　艶 � �及川　克己 � � �船戸　特已 

対戦チーム �触．　　　6 ��トータルスコア �恥．　　　7 
⑳　　靭霞市 ��汗叫塑些山鳥 �鴻巣市 

＿l0lshか8】01 

種　目 �濃羊名 ��ス　コ　ア �遷手名 

女子捜 �○ �井村千香代 ．青井恵美 �8　　　　　　　　3 � �小林美智子 桑原真紀 

男　子複 �0 �上村直樹 奥野陸 �6　　　　　　　　　4 � �阪本憲兵 小川貴司 

▲－■一一ヽ �0 �温厚　豊治 �6　　　　　　　　0 � �鶴間　浩司 ぺTワン1郁 男手機 ��小峰　　遠 ���加藤　　徹 

ベテラン �0 �藤原佐美子 �8　　　　　　　　2 � �古賀　和恵 
女子複 ��小峰　恵美 ���大石　育子 

ベテラン2書I �Cl �大島　倍大 �8　　　　　　　　1 � �古館　文書 

男　子複 ��古門　武志 ���清水　和 

女　子　単 � �井村干香代 � � �小久保　由花 

男　子　せ � �三嶋　約人 � � �西晴　雄祐 

対戦チーム �Ih　　　8 ��トータルスコア �‰　　　11 
◎　　戸田市 ��4日圧加地対日1 �白岡帝都 

「盲†‾盲福吉丁可 
縫　目 �選手名 ��ス　コ　ア �選手名 

女手複 � �沖胡美紀 大西昌美 �3　　　　　　　　6 �0 �耕樹荊 山田真央 

男子複 �0 �中野彿平 永田凛之 �6　　　　　　　　2 � �菅野貴亡 伊藤和也 

ベテラン1部 �0 �榊原　息維 �7　　（2）　　6 � �小谷：j套之 

男　子複 ��鼻　　艶超 ���細井　昭一 

ベテラン �0 �佐久蘭精巣 �6　　　　　　　　2 � �林　業奥手 
女子複 ��沖耕　　敦子 ���阿部　由記子 

ベテラン2部 �0 �JJ、谷　　籠司 �8　　　　　　　　3 � �松本　　隆 

男　子複 ��沖胡　　一明 ���水元　浩一 

女　子　阜 � �沖胡　美紀 � � �榊　　樹荊 

男子単 � �牧野　　亮 � � �菅野　貴仁 

対戦チーム �鵬．　　13 ��トータルスコア �伽．　　15 
◎　　上尾市 ��4川D01血l郎川l �草加市 

「盲†▼岳　忘丁可 

種　目 �農事名 ��ス　コ　ア �選手名 

女子複 �0 �今成望 坂本明等 �6　　　　　　　　0 � �岡田歩輿 内山正子 

男子横 �0 �今成亮介 枚楷和寛 �WJO， � � 

ベテラン1苦杯 �0 �寺元　　学 �7　　　　　　　　5 � �兼田　正遺 

男子楕 ��生藤　一也 ���山崎　正晴 

ベテラン �0 �一里山　尚美 �6　　　　　　　1 � �加藤　香代 

女子複 ��荒井　里夏 ���谷　亜矢子 

ベテラン2部 � �沼里　健司 �4　　　　　　　　6 �0 �大音　孝幸 

男　手譜 ��宮村　幹夫 ���平野　正晴 

女手埠 � �坂本　明香 � � �岡田　歩集 

男　子鵜 � �今井　祐介 � � �佐藤　書紀 


