
H28年度鎌ヶ谷市民ミックスダブルステニス大会【一般の部】 鎌ケ谷市テニス協会
H29.01.29/02.05

優勝： 大塚・中村
清水一馬 2位： 園田・迫本 榎本利尋

鈴木真琴 清水・鈴木 3位： 石附・小川 榎本・安喰 安喰真由美

湯田隆之 62 3位： 榎本・安喰 62 渡辺優一郎

三井邦江 湯田・三井 渡辺・皆川 皆川享子

佐藤義明 61 62 齋藤彰太

佐藤　薫 清水・鈴木 榎本・安喰 齋藤佳代子

福島一行 61 62 今村幸資

加藤教子 古屋・宇戸谷 今村・今村 今村美和子

古屋翔 63 61 千田富勅

宇戸谷美貴 古屋・宇戸谷 今村・今村 松永佳世

大野貴弘 wo 75 五十畑慶一

富田加代子 石附・小川 榎本・安喰 山崎亜沙美

大澤洋一 64 75 大高邦明

平井美和 鴫原・竜 大高・湯田 湯田奈央佳

鴫原　崇 60 62 加藤範行

竜　亜季 鴫原・竜 加藤・村田 村田充子

坂戸秀夫 62 61 涌井　亮

河野美恵 石附・小川 岡野・岡野 平野尚美

山下英夫 wo 61 石井将太

浜田由美子 石附・小川 小原・甲藤 津和﨑亜沙美

石附
イシヅキ

裕一郎
60 76(5) 小原雅史

小川めぐみ 石附・小川 岡野・岡野 甲藤
カットウ

智子

吉田　茂 61 62 岡野祥太

吉田雅代 大塚・中村 園田・迫本 岡野二枝

寺島豪士 64 61 川合正登

飯野純子 寺島。飯野 鈴木・鈴木 小林裕美子

平賀大嗣 62 64 山田　聡

平賀千賀子 平賀・平賀 鈴木・鈴木 阿部香子

中村圭伸 62 64 鈴木朝幸

中島有紀 寺島。飯野 鈴木・鈴木 鈴木悦子

八須祐一郎 wo 64 只松秀樹

八須裕子 村関・石塚 只松・鈴木 鈴木あや子

村関和之 61 76(6) 大山真史

石塚美絵 村関・石塚 桑原・吉田 吉岡美佐子

加藤益男 61 62 桑原　真

佐藤順子 大塚・中村 園田・迫本 吉田亜矢子

大塚伸介 60 63 久保幸広

中村晶子 大塚・中村 齋藤・青島 岡村直美

幡野啓介 61 63 内山武人

幡野尚子 幡野・幡野 齋藤・青島 蒲谷洋子

武田　健 76(1) 63 齋藤義行

菊地千波 大塚・中村 園田・迫本 青島有里子

今西昌弘 60 シード順： 1、清水･鈴木 62 石毛　覚

上坊寺由三子 折羽・山室 2、榎本･安喰 福山・福山 石毛文子

折羽　悟 wo 2、園田･迫本 62 福山琢己

山室紀美子 折羽・山室 園田・迫本 福山　泉

末政洸卓 62 61 園田道生

本田未夢 迫本祐子

23 （ワンハート） （ボンバーズ） 47

24 （オールサムズ） （オセロ） 48

21 （サムライ） （サムライ） 45

22 （オセロ） （ワンハート） 46

19 （オールサムズ） （オールサムズ） 43

20 （ワンハート） （ワンハート） 44

17 （サムライ） （ワンハート） 41

18 （ワンハート） （サムライ） 42

15 （ワンハート） （ボンバーズ） 39

16 （オールサムズ） （オールサムズ） 40

13 （サムライ） （サムライ） 37

14 （ボンバーズ） （ワンハート） 38

84

11 （サムライ） （ワンハート） 35

12 （一　　般） （ボンバーズ） 36

大塚・中村

9 （オセロ） （サムライ） 33

10 （ワンハート） （オールサムズ） 34

7 （オールサムズ） （ワンハート） 31

8 （ワンハート） （オールサムズ） 32

5 （サムライ） （ワンハート） 29

6 （ボンバーズ） （サムライ） 30

3 （オールサムズ） （一　　般） 27

4 （ウエストグリーン） （オールサムズ） 28

1 （ワンハート） （サムライ） 25

2 （一　　般） （ワンハート） 26


