
■ 第116回 府中市庭球大会(冬季大会) 男子ダブルス

-

1. 三浦 央義 （浅間）・柳原 敏信

2. 花岡 武 （MTC）・石井 勤雄

3. 織田 健志 （東芝府中）・松岡 祐司

4. 坂井 篤 （ＡＳＴＩ）・吉田 浩太郎

5. 山本 真治 （すばる）・金子 彰

6. 大山 裕宣 （とえてに）・和泉 綾志

7. 池田 祐弥 （ＫＴＣ）・山口 雅彦

8. 温崎 茂盛 （東芝府中）・鈴木 信也

9. ＢＹＥ

10. 中山 良昌 （ヴィク）・小山 浩司

11. 藤田 政満 （ＦＴＣ）・安藤 裕生

12. 嶋田 太久也 （はたまん）・亀上 維織

13. 新免 芳史 （FYTC）・福山 勝実

14. ＢＹＥ

15. 北川 薫 （ＳＡＮＳ）・角川 英己

16. 安井 康二 （東芝府中）・瀧本 和靖

17. 菊池 良 （はたまん）・篠原 高明

18. 秋田 顕治 （ＦＴＣ）・高田 重也

19. 筒田 淳志 （とえてに）・白石 翔也

20. 三重野 国人 （タフス）・関上 肇

21. 網代 好秀 （ＡＳＴＩ）・池田 修一

22. 松尾 典明 （ＳＡＮＳ）・成瀬 慎一郎

23. 池田 勉 （ＫＴＣ）・吉岡 祐二

24. 小沢 稔 （MTC）・鮎川 龍也

25. 富永 大祐 （ヴィク）・猪崎 紀

26. 大井 常義 （Sunny）・菅原 庸

27. 宮坂 聡 （浅間）・辻村 有佑

28. 村井 真也 （SHES）・平林 温

29. 村山 清一 （東芝府中）・松本 健一

1st. 2nd. 3rd. 4th. 5th.

優勝

soga
長方形



■ 第116回 府中市庭球大会(冬季大会) 110歳ダブルス

- 

1. 斉藤 慈子 （L.C）・渡辺 明

2. 高井 舒永 （ＦＴＣ）・高瀬 清

3. 御所 正道 （武蔵台ク）・塩ノ谷 定光

1st. 2nd. 3rd.

優勝

soga
長方形

soga
テキストボックス
リーグ戦とします。組み合わせについては当日決定します。

soga
長方形

soga
長方形



■ 第116回 府中市庭球大会(冬季大会) 混合ダブルス

-

1. 吉田 徹 （東芝府中）・村田 珠美

2. 一村 由美子 （ＳＡＮＳ）・松岡 史敏

3. 秋田 顕治 （ＦＴＣ）・秋田 しほ

4. 坂井 篤 （ＡＳＴＩ）・坂井 弘美

5. 伊藤 裕子 （L.C）・伊藤 和夫

6. 小沢 稔 （MTC）・鮎川 詩子

7. 富永 大祐 （ヴィク）・小田 憲子

8. 松澤 智依 （ＡＳＴＩ）・松尾 典明

9. ＢＹＥ

10. 嶋田 太久也 （はたまん）・佐久間 美奈

11. 温崎 茂盛 （東芝府中）・五月女 康子

12. 吉岡 祐二 （ＫＴＣ）・吉岡 知子

13. 北川 薫 （ＳＡＮＳ）・北川 恵美

14. 西野 智彦 （浅間）・仲川 桜子

15. 吉田 智子 （東芝府中）・大窪 康史

16. 石井 勤雄 （MTC）・月本 聖子

17. 網代 好秀 （ＡＳＴＩ）・鈴木 朋美

18. 宮子 孝 （ＴＴＦ）・岩浪 弘子

19. 大山 裕宣 （とえてに）・大山 美穂

20. ＢＹＥ

21. 藤田 政満 （ＦＴＣ）・藤田 聡子

22. 安井 康二 （東芝府中）・下田 郷子

23. 遠藤 和美 （浅間）・海老沢 芙美子

24. 中山 良昌 （ヴィク）・中山 和子

25. 原田 典政 （MTC）・古稲 美之

26. 三浦 泰一 （ＡＳＴＩ）・三浦 範子

27. 伊藤 和夫 （ＫＴＣ）・伊藤 裕子

28. 角川 英己 （ＳＡＮＳ）・宮坂 みさ

1st. 2nd. 3rd. 4th. 5th.

優勝

soga
長方形

soga
取り消し線




