
第３３回　緑区民 硬式テニスシングルストーナメント
男子シングルス一般

1R 2R 3R QF SF F SF QF 3R 2R 1R

シード順位
3位決定戦 ①： 小笠原　大輔

②： 鈴木　宏允
③～④： 久村　優介
③～④： 國吉　俊哲

(在住) 26

2 磯部　元亮 (フロンティア) 増渕　宏昭 (チームMT) 27

1 小笠原　大輔 (グレイスNHG) 蒔田　宗平

(在勤) 28

4 高橋　聡 (在勤) 川崎　成吾 (フロンティア) 29

3 野口　周作 (在住) 野島　洋一

(在勤) 30

6 荒川　和也 (霧が丘TC) 根本　英典 (在住) 31

5 佐々木　勇也 (在住) 坂下　友也

(TEAM GOEMON) 32

8 宮崎　章 (在住) 中村　隆明 (在住) 33

7 山本　雄也 (在勤) 松島　修

(フロンティア) 34

10 飯嶋　教晃 (team WEST) 佐藤　弘貴 (在住) 35

9 坂元　建士 (在住) 松谷　修平

(在住) 36

12 斎藤　一成 (在住) 國吉　俊哲 (在勤) 37

11 宮田　豪 (在住) 大越　俊輔

(在勤) 38

14 久村　優介 (都岡TG) 安藤　和也 (TEAM GOEMON) 39

13 四宮　芳紀 (在住) 山手　俊明

(在住) 40

16 三神　秀嗣 (在住) 松田　孝文 (フロンティア) 41

15 堀　響 (在住) 滑志田　謙

(在住) 42

18 樋口　剛史 (在住) 近藤　宏司 (在住) 43

17 松本　豪介 (在勤) 加隈　裕之

20 影山　優太 (在住) 森　豊明 (team WEST) 44

19 石崎　俊一 (在勤)

(フロンティア) 45

22 永野　和博 (TEAM GOEMON) 永広　則勝 (在住) 46

21 赤崎　智彦 (在勤) 柴野　翔

4925 瀬戸　識 鈴木　宏允

(在勤) 47

24 内藤　久也 (在住) 酒井　悠安 (在学) 48

23 蒔田　洋平 (在勤) 塩島　由隆

(　　　)

(　　　)

(G-CLAYS)



第３３回　緑区民 硬式テニスシングルストーナメント

男子シングルス50才以上

1R 2R QF SF F

シード順位
①： 大堀　顕
②： 角田　隆一

3位決定戦

1 大堀　顕 (G-CLAYS)

2 友田　星児 (在住)

3 大橋　正英 (ネットイン)

4 池田　玄希 (TEAM GOEMON)

5 樋口　靖 (在住)

6 山内　金吾 (G-CLAYS)

7 池田　純 (在住)

8 大谷　謙仁 (チームどんTEC)

9 荒井　輝繁 (在住)

10 神野　雅俊 (都岡TG)

11 小川　浩二 (G-CLAYS)

12 高橋　孝 (霧が丘TC)

13 大岩　啓輔 (G-CLAYS)

14 桐ケ谷　浩樹 (フロンティア)

15 和島　準 (在住)

16 杉山　裕幸 (在住)

17 鈴木　慶一郎 (G-CLAYS)

18 島崎　英雄 (team WEST)

(在住)

19 宮内　俊二 (在住)

20 田中　芳秀 (在住)

21 角田　隆一



第３３回　緑区民 硬式テニスシングルストーナメント

男子シングルス60才以上

1R 2R QF SF F

シード順位
①： 荻　信介

3位決定戦

1 荻　信介 (チームどんTEC)

2 谷田部　孝 (霧が丘GT-2）

3 尾崎　宏 (TEAM GOEMON)

4 池　直人 (在住)

5 長島　俊夫 (在住)

6 西　徹 (team WEST)

7 萩原　比呂幸 (在勤)

8 小澤　賢太郎 (在住)

10 相良　悟 (在住)

9 矢島　和雄 (霧が丘TC)

11 谷口　正幸 (team WEST)

12 栗下　仁男 (NSLTC)

13 平　良弘 (チームMT)

14 吉田　正 (フロンティア)

(霧が丘TC)

18 長谷川　茂 (チームどんTEC

15 祢津　則之 (霧が丘GT-2）

16 秦　俊司 (G-CLAYS)

17 長谷川　建夫



第３３回　緑区民 硬式テニスシングルストーナメント

女子シングルス

1R 2R QF SF F

シード順位
①： 高橋　淑子

3位決定戦

1 高橋　淑子 (チームMT)

2 岡本　静江 (在住)

3 伊藤　治美 (フロンティア)

4 土屋　明希子 (チームMT)

5 黒田　歩 (team WEST)

6 榊原　智子 (ネットイン)

7 鳥海　亜矢 (在住)

8 岡田　真紀 (フロンティア)

9 宮坂　富美 (グレイスNHG)

10 山田　雅代 (ネットイン)

11 西見　穂香 (在学)

12 小野澤　祐子 (在住)

13 中島　玲子 (チームMT)

14 三神　麻奈未 (在住)

15 村澤　佳奈 (フロンティア)

16 中村　沙織 (team WEST)

17 石原　はるか (在住)


