
5月29日（日）　⼀般男⼦A級/B級/45歳以上/60歳以上/⼀般⼥⼦A級
6月5日（日）　⼀般男⼦A級/⼀般⼥⼦A級（準決勝・決勝）　　親睦試合
※　5月29日(日) 雨天時は6月5日（日）小山市［向野］運動公園、あけぼの運動公園に順延となります荒天などで実施できなかった場合の対処　(変更する場合があります。都度確認ください。）6月12日(日)　予備日
１．本大会は、原則として日本ﾃﾆｽ協会のﾃﾆｽ規則を適用します。　一部ﾛｰｶﾙﾙｰﾙを適用します。２．ﾌﾟﾚｰﾔｰは、定刻１０分前までにｺｰﾄに入れる用意をして出席の届け出をすませて下さい。　　定刻後、未受付の場合は、失格とします。本大会は、ｵｰﾀﾞｰｵﾌﾞﾌﾟﾚｰ方式を採用します。３．天候、その他により試合実施可否不明確の場合も定刻までに集合して下さい。　　順延、中止の場合はｺｰﾄに提示します。４．男⼥A級は６ゲームマッチ(セミアドバンテージ⽅式)とし、６オール後、タイブレークとします。準決勝・決勝は8ゲームプロセットマッチ　　　男子B級、45歳以上、60歳以上はすべて6ゲームマッチ（セミアドバンテージ）６オール後、タイブレークとします。５．大会出場の選手及び役員の方には、傷害保険が加入されています。　　けがをされた方は大会本部まで申し出て下さい。６．服装に関しては、自由とします。７．試合当日天候等により大会を延期する場合は、小山市テニス協会ブログに表示します。８．新型コロナウィルス感染対策につきましては、ガイドラインを遵守して下さい。　　・チェック表は、試合会場へ準備しておりません。予めご了承ください。　　・選手の皆さんは、試合当日の受付で検温チェック表を提出してください。　  ・体温等は、当日の朝の体温を記入してください。（当日検温します）    ・お身体の調子が優れない場合、止む得ず棄権する場合は、ご連絡ください。１０.運営連絡先　　大橋（090-9143-1023)　　羽鳥（090-2765-7908）１１.個⼈的な理由で不参加の場合は、⼤会参加費は下記に振込みお願いいたします。　　　郵貯銀⾏︓【店名】〇七⼋、【店番】078、【貯⾦種目】普通貯⾦、【⼝座番号】3710603１２.シード順位＜男子A級＞ ＜⼥⼦A級＞

役員　︓　　⼤橋・松原・⽻⿃

　　痙攣の場合も他の怪我と同様に、レフェリーに許可を取った上で３分間のＭＴＯを認める。
あけぼの運動公園（６面）

９．⼤会出場者全員、 ドローと共に掲載している検温チェック表をプリントアウトを⾏い、 記載後に提出をお願いします。

８︓２０集合　８︓３０試合開始
役員︓　⼤橋・⽻⿃・松原⼀般男⼦A級/B級/45歳以上/60歳以上/⼀般⼥⼦A級8:20全員集合、8:30試合開始注意事項

小山市［向野］運動公園（８面）⼀般男⼦A級/⼀般⼥⼦A級/親睦試合
第４8回小山市オープンダブルステニス大会

 ８︓２０集合　８︓３0  試合開始 　　集合時間は、コート割振り振り表の集合時間を確認しお越しください。小山市［向野］運動公園（８面）役員　︓　⽻⿃・藤澤・上坂・⼤塚・⾕⼝ あけぼの運動公園（６面）役員︓　松原・⼤橋・⼩柳津・林・⼩林・押⼭⼀般男⼦A級/B級/45歳以上/60歳以上/⼀般⼥⼦A級 ⼀般男⼦A級/⼀般⼥⼦A級

シードシードシードシード 選手名1選手名1選手名1選手名1 選手名2選手名2選手名2選手名2 チーム名1チーム名1チーム名1チーム名1 チーム名2チーム名2チーム名2チーム名2(省略可)(省略可)(省略可)(省略可)1 石川祥 小堀達也 足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ VOX2 関野将司 中山尋文 足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ3 大和秀行 小竹俊行 足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ ﾗｳﾞ・ｵｰﾙ4 田村憲一 河内良太 足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ5 近藤研人 薄井啓輔 Bloom Bloom6 深井由高 宮前将 Honda EG ｾｲｼｪﾙ7 大内敏 中島貴大 ｶﾌｪｵﾚ ｶﾌｪｵﾚ8 穴山榮人 渡邊隆典 ﾗﾌｨｴｽﾀ RIZU9 吉川典男 町井浩美 ｳｨﾝﾃﾞｨ ｳｨﾝﾃﾞｨ10 服部宏史 吉田巧 ｶﾌｪｵﾚ 宇都宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ11 久保田芳栄 高村裕 ｳｨﾝﾃﾞｨ DoubleNine12 坂原学 阿部喜亮 足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 厳翠テニスクラブ13 去田巧 遠藤航太 ﾗｳﾞ・ｵｰﾙ HIT14 柳敏幸 大島達則 足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ15 高橋人史 小川誠 FTS FTS16 歌川寛得 日向野誠基 ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ Next
シードシードシードシード 選手名1選手名1選手名1選手名1 選手名2選手名2選手名2選手名2 チーム名1チーム名1チーム名1チーム名1 チーム名2チーム名2チーム名2チーム名2(省略可)(省略可)(省略可)(省略可)1 秋山勝美 磯部みよ子 ﾘﾊﾞｰﾃﾆｽｽｸｰﾙ TEAM SWAY2 船津美衣 中山七海 JETS 足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ3 三笠陽子 稲川紀子 ﾗﾌｨｴｽﾀ FTS4 穴山律子 菅野喜久江 ﾗﾌｨｴｽﾀ RIZU5 落合真由美 金敷美由紀 ＵＩＴＣ BEST6 中山日々紀 瀧野音々花 Bloom Bloom7 佐山幸子 鈴木貴子 ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ ﾗｳﾞ・ｵｰﾙ8 若本三千代 小堀美津江 ｼｭｶﾞｰﾊﾞﾝﾋﾞ ﾄﾏﾄLIS9 工藤敦子 沖田恵子 ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ RIZU10 橋本美樹 勝澤悠衣 space135 CTC11 磯貝美恵子 富川佳代子 ｸﾛｽﾎﾟｲﾝﾄ FTC12 三浦郁子 岩間里子 ﾐｯｷｰ FAIRWIND13 髙橋紗佳 奥澤久美 amigoT・C amigoT・C14 吉田幸子 福田澄子 ＦＴＳ ＦＴＳ14 重松千恵子 青木香乃 足利ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ RIZU16 赤坂小百合 横島雅代 足利みなみ 昭和電工ﾏｽﾀｰｽﾞ



第48回オープンダブルス大会
2022年5月29日、6月5日

オープンダブルス一般男子 ( 1 / 2 )

石川祥 (足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 田村憲一 (足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

小堀達也 (VOX) 60 63 河内良太 (足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

鈴木克彰 (ｶﾌｪｵﾚ) 関口直也 (Bloom)

橋本樹 (Vamos) 62 63 落合惇 (NAO)

江口陽向 (NAO) 鹿島龍 (ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ)

川上瑛太 (ﾌｧｲﾅﾘｽﾀ) 62 62 嶋田智成 (ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ)

福田隆行 (ﾌﾘｰ) 藤智之 (佐野市役所)

福田眞歩 (ﾌﾘｰ) 63 76(2) 田島孝悟 (佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ)

鈴木和彦 (ﾗｳﾞ・ｵｰﾙ) 持田聡 (ﾌｧｲﾅﾘｽﾀ)

田島基豪 (ｱｷﾚｽ) 63 75 坂田陽一 (BRAVE TC)

篠原悠生 (宇都宮大学) 木村和司 (ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ)

武井遥 (宇都宮大学) 62 64 片岡義貴 (ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ)

笠倉一寿 (Dream) 渡辺充教 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ)

森田覚 (Dream) 64 61 坂本亮 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ)

徳田舜 (ｻﾙﾄﾋﾞ) 為我井義和 (dream)

志賀路朗 (ｻﾙﾄﾋﾞ) 60 64 羽鳥賢治 (ﾛｰｽﾞTG)

高橋人史 (FTS) 去田巧 (ﾗｳﾞ・ｵｰﾙ)

小川誠 (FTS) 64 63 遠藤航太 (HIT)

服部宏史 (ｶﾌｪｵﾚ) 久保田芳永 (ｳｨﾝﾃﾞｨ)

吉田巧 (宇都宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 62 61 高村裕 (DoubleNine)

今野雅也 (ｻﾄｳGTC) 鈴木惇士 (CTC)

片山優希 (ｻﾄｳGTC) 76(5) 63 藤澤義仁 (ﾗﾌｨｴｽﾀ)

高瀬祐介 (ｱｳﾘﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 山中翔生 (Honda EG)

秋元爽太 (宇都宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 76(3) 61 上村直樹 (Honda T.C)

宮澤保志 (足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 小田巻史剛 (SUBARU)

富田悟郎 (ﾗｳﾞ・ｵｰﾙ) 63 62 吉岡洋 (SUBARU)

外山秀樹 (ｴｷｻｲﾄ) 谷崎悠真 (ｷﾏｸﾞｰ)

大嶋淳一 (ｴｷｻｲﾄ) 62 62 渋谷一平 (ｷﾏｸﾞｰ)

伊藤健史 (ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ) 福田優吏 (ｻﾄｳGTC)

佐藤彰洋 (JKﾃﾆｽ) 64 62 小野諒 (ｻﾄｳGTC)

小宮孝佳 (VECTOR) 菅野葵惟 (県庁ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

斉藤裕茂 (Next) 60 63 堀川慎ノ介 (VOX)

近藤研人 (Bloom) 坂寄拓夢 (DoubleNine)

薄井啓輔 (Bloom) 64 鈴木宏征 (栃木銀行)

深井由高 (Honda EG)

宮前将 (ｾｲｼｪﾙ)
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オープンダブルス一般男子 ( 2 / 2 )

穴山榮人 (ﾗﾌｨｴｽﾀ) 大内敏 (ｶﾌｪｵﾚ)

渡邊隆典 (RIZU) 64 63 中島貴大 (ｶﾌｪｵﾚ)

戸松博 (SBTC) 鈴木晴夫 (ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ)

玉井淳史 (ｻﾄｳGTC) 75 76(4) 菊池英成 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ)

向山黎 (ｾｲｼｪﾙ) 中川博貴 (ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ)

西尾悠吾 (OTSC) 64 64 白井徹 (ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ)

萩原優幸 (Honda T.C) 向山靖 (ｾｲｼｪﾙ)

吉村雄太 (ｻﾄｳGTC) 64 62 島巻一之介 (ｾｲｼｪﾙ)

福田裕之 (DoubleNine) 松原正次郎 (KDDI)

木村昌幸 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ) 76(5) 63 大橋勝 (ｺﾏﾂ)

海老沼悟志 (ｷﾏｸﾞｰ) 角田知久 (JKﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

滝澤学 (ｷﾏｸﾞｰ) 62 63 塚原颯 (JKﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

出井統 (ﾘﾊﾞｰﾃﾆｽｽｸｰﾙ) 関口勇二 (Vamos)

斉藤祐太 (宇都宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) WO 76(3) 藤倉諒 (VOX)

吉川典男 (ｳｨﾝﾃﾞｨ) 坂原学 (足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

町井浩美 (ｳｨﾝﾃﾞｨ) 62 62 阿部喜亮 (厳翠テニスクラブ)

柳敏幸 (足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 歌川寛得 (ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ)

大島達則 (足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 60 62 日向野誠基 (Next)

寺島熙 (宇都宮大学) 長山隆弘 (RIZU)

浦方利英 (宇都宮大学) 62 63 石川晋一郎 (NAO)

渡部英明 (Bloom) 小林透 (ｳｨﾝﾃﾞｨ)

伏木寿仁 (ﾌﾘｰ) 63 63 柳田一真 (ﾌｧｲﾅﾘｽﾀ)

渡辺希英留 (VOX) 村井努 (Space135)

飯島渉吾 (VOX) 64 62 深澤大地 (CTC)

廣田晴紀 (dream) 小野田輝瑠 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ)

佐々木進 (ﾛｰｽﾞTG) 76(1) 64 中川湧斗 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ)

石塚智也 (NAO) 磯貝俊希 (ｻﾄｳGTC)

大森拓馬 (ｻﾄｳGTC) 61 75 勝村友翔 (ｻﾄｳGTC)

川津由成 (ｸﾞﾗｽﾎｯﾊﾟｰ) 小泉修 (NAO)

太田剛夕 (ﾁｰﾑｽﾏｲﾙ) WO 62 益子将 (NAO)

亀井秀造 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽ) 大島義宏 (ｳｨﾝﾃﾞｨ)

金田直生 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽ) 62 61 増渕敏之 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽ)

大和秀行 (足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 関野将司 (足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

小竹俊行 (ﾗｳﾞ・ｵｰﾙ) 中山尋文 (足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

石川祥 (足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 大和秀行 (足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

小堀達也 (VOX) 小竹俊行 (ﾗｳﾞ・ｵｰﾙ)

鹿島龍 (ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ) 磯貝俊希 (ｻﾄｳGTC)

嶋田智成 (ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ) 勝村友翔 (ｻﾄｳGTC)
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日時　　 ：2022年5月29日（日）、6月5日（日）

参加者　：69組

場所　　 ：小山運動公園、あけぼの運動公園

優勝　　 ：磯貝俊希(ｻﾄｳGTC)、勝村友翔(ｻﾄｳGTC)

準優勝　：石川祥(足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)、小堀達也(VOX)

第３位　 ：鹿島龍(ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ)、嶋田智成(ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ)　

　　　　　　大和秀行(足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)、小竹俊行(ﾗｳﾞ・ｵｰﾙ)

優勝　　 ：磯貝俊希(ｻﾄｳGTC)、勝村友翔(ｻﾄｳGTC)

準優勝　：石川祥(足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)、小堀達也(VOX)

第３位　 ：鹿島龍(ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ)、嶋田智成(ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ)　　

　　　　　　大和秀行(足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)、小竹俊行(ﾗｳﾞ・ｵｰﾙ)

第48回小山市オープンダブルス大会（一般男子）



第48回オープンダブルス大会
2022年5月29日、6月5日

オープンダブルス一般女子 ( 1 / 2 )

秋山勝美 (ﾘﾊﾞｰﾃﾆｽｽｸｰﾙ) 三笠陽子 (ﾗﾌｨｴｽﾀ)

磯部みよ子 (TEAM SWAY) 61 63 稲川紀子 (FTS)

原澤美智子 (ﾕﾆﾃｨ) 野澤英恵 (ｺﾏﾂﾚﾃﾞｨｰｽ)

横尾恭栄 (ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ) 60 63 横須賀香菜子 (ﾌﾘｰ)

藤江喜恵子 (RIGING) 岩見英恵 (peace)

中村みやび (RIGING) 60 60 渡邊千鶴 (RIZU)

野口久美子 (Team M'ami33) 鍵山博子 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽ)

神戸美紀 (Team M'ami33) 64 中川尚子 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽ)

赤坂小百合 (足利みなみ) W.O 田代泉 (peace)

横島雅代 (昭和電工ﾏｽﾀｰｽﾞ) 64 山田規子 (peace)

工藤敦子 (ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ) 髙橋紗佳 (amigoT・C)

沖田恵子 (RIZU) 75 62 76(6) 奥澤久美 (amigoT・C)

佐藤美枝子 (みかも山GTC) 三浦郁子 (ﾐｯｷｰ)

岩崎江美子 (ﾛｰｽﾞTC) 64 62 岩間里子 (FAIRWIND)

関口彩花 (Bloom) 塚原ひとみ (Team M'ami33)

乗上志歩 (Bloom) 63 61 五味泉 (Team M'ami33)

石川則江 (NAO) 金井沙也伽 (栄研化学ﾃﾆｽ部_B)

石川茉奈 (NAO) 61 61 鳥生万智 (栄研化学ﾃﾆｽ部_B)

野中かな江 (ﾕﾆﾃｨ) 坂東裕美子 (ﾛｰｽﾞTC)

田口紀子 (昭和電工ﾏｽﾀｰｽﾞ) 64 63 石川正子 (ﾄﾏﾄLIS)

落合真由美 (ＵＩＴＣ) 星野美奈 (Team M'ami33)

金敷美由紀 (BEST) 61 永澤一恵 (ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ)

中山日々紀 (Bloom)

瀧野音々花 (Bloom)

オープンダブルス一般女子 ( 2 / 2 )

若本三千代 (ｼｭｶﾞｰﾊﾞﾝﾋﾞ) 佐山幸子 (ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ)

小堀美津江 (ﾄﾏﾄLIS) 63 63 鈴木貴子 (ﾗｳﾞ・ｵｰﾙ)

岩垂桃香 (FAIRWIND) 小倉初美 (NAO)

木村則子 (結城ｻﾝﾃﾞ-ｽﾞ) 61 60 唯岡千紘 (ｺﾏﾂﾚﾃﾞｨｰｽ)

松本恭子 (ｸﾛｽﾎﾟｲﾝﾄ) 田口美由紀 (ｼｭｶﾞｰﾊﾞﾝﾋﾞ)

生井美智子 (ｻﾝﾃﾆｽ) 60 75 菅野久江 (ﾄﾏﾄLIS)

萩野玲子 (UITC) 飯塚朋美 (宇都宮ｻﾝﾃﾆｽ)

芝沼とも子 (UITC) 60 60 大貫則子 (ｻﾝﾗｲｽﾞ)

野中瑞姫 (NAKAZAWA Tennis) 宮森智美 (Team M'ami33)

前田夢佳 (宇都宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 60 63 平野里佳 (Team M'ami33)

磯貝美恵子 (ｸﾛｽﾎﾟｲﾝﾄ) 60 63 橋本美樹 (space135)

富川佳代子 (FTC) 勝澤悠衣 (CTC)

重松千恵子 (足利ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ) 吉田幸子 (ＦＴＳ)

青木香乃 (RIZU) 63 61 福田澄子 (ＦＴＳ)

藤田直美 (amigoT・C) 益子きく子 (ﾐｯｷｰ)

梅津華 (amigoT・C) 76(1) 61 佐藤千恵子 (ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ)

坪井美佳 (ﾕﾆﾃｨ) 岸喜世子 (つばめがえし)

高島伸枝 (KTC) 63 75 後藤久恵 (KTC)

菊池美樹 (peace) 上野晴子 (ｴｷｻｲﾄ)

小林真由美 (peace) 60 61 中山晴美 (ﾗﾌｨｴｽﾀ)

春山理枝子 (足利みなみ) 早船瞳 (NAO)

福永佳洋子 (ｸﾛｽﾎﾟｲﾝﾄ) 60 61 江口真理 (NAO)

穴山律子 (ﾗﾌｨｴｽﾀ) 船津美衣 (JETS)

菅野喜久江 (RIZU) 中山七海 (足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

秋山勝美 (ﾘﾊﾞｰﾃﾆｽｽｸｰﾙ) 野中瑞姫 (NAKAZAWA Tennis)

磯部みよ子 (TEAM SWAY) 前田夢佳 (宇都宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

野澤英恵 (ｺﾏﾂﾚﾃﾞｨｰｽ) 船津美衣 (JETS)

横須賀香菜子 (ﾌﾘｰ) 中山七海 (足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
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日時　　 ：2022年5月29日（日）、6月5日（日）

参加者　：47組

場所　　 ：小山運動公園、あけぼの運動公園

優勝　　 ：野中瑞姫(NAKAZAWA Tennis)、前田夢佳(宇都宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

準優勝　：野澤英恵(ｺﾏﾂﾚﾃﾞｨｰｽ)、横須賀香菜子(ﾌﾘｰ)

第３位　 ：秋山勝美(ﾘﾊﾞｰﾃﾆｽｽｸｰﾙ)、磯部みよ子(TEAM SWAY)

　　　　　  船津美衣(JETS)、中山七海(足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

優勝　　 ：野中瑞姫(NAKAZAWA Tennis)、前田夢佳(宇都宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

準優勝　：野澤英恵(ｺﾏﾂﾚﾃﾞｨｰｽ)、横須賀香菜子(ﾌﾘｰ)

第３位　 ：秋山勝美(ﾘﾊﾞｰﾃﾆｽｽｸｰﾙ)、磯部みよ子(TEAM SWAY)

　　　　　  船津美衣(JETS)、中山七海(足利ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

第48回小山市オープンダブルス大会（一般女子）



男子B級 場所︓⼩⼭運動公園三上貴光 中村恭英 三浦哲夫三上拓也 アルウィス ワジラ 奥山大介三上貴光 富士通三上拓也 栃木高校中村恭英 ﾁｰﾑｽﾏｲﾙアルウィス ワジラ ﾁｰﾑｽﾏｲﾙ三浦哲夫 小山ｸﾞﾘｰﾝ奥山大介 ｻｰｸﾙK

男子45歳以上 場所︓⼩⼭運動公園諏合伸 重田国洋 大塚一弘菊池達範 阿部敏明 清水正一諏合伸 栄研化学ﾃﾆｽ部̲B菊池達範 栄研化学ﾃﾆｽ部̲B重田国洋 栄研化学ﾃﾆｽ部̲B阿部敏明 栄研化学ﾃﾆｽ部̲B大塚一弘 小山ｸﾞﾘｰﾝ清水正一 小山ｸﾞﾘｰﾝ

2-0

No 氏名 所属 勝敗

⽇時︓5⽉29⽇（⽇）参加者︓3チーム場所︓⼩⼭運動公園優勝︓三浦哲夫(⼩⼭ｸﾞﾘｰﾝ)　　　　　奥山大介（ｻｰｸﾙK）
3 6-3 6-2

1

No 氏名 所属

3 ⽇時︓5⽉29⽇（⽇）参加者︓3チーム場所︓⼩⼭運動公園優勝︓重⽥国洋（栄研化学ﾃﾆｽ部̲B）　　　　　阿部敏明（栄研化学ﾃﾆｽ部̲B）

2 順位

順位
132 6-4 2-6 1-1 21 4-6 3-6 0-2勝敗

2311-6 3-6 0-26-3 4-6 1-16-1 3-6 1-1



男子60歳以上 場所︓⼩⼭運動公園瀬野善彦 砺波哲也 野澤宏 権守仁彦佐藤守男 大島仁 宮内正治 石澤進瀬野善彦 昭和電工ﾏｽﾀｰｽﾞ佐藤守男 昭和電工ﾏｽﾀｰｽﾞ砺波哲也 ﾁｰﾑU&T大島仁 T-2000野澤宏 結城ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ宮内正治 結城ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ権守仁彦 ｸﾛｽﾎﾟｲﾝﾄ石澤進 ｸﾛｽﾎﾟｲﾝﾄ⽇時︓5⽉29⽇（⽇）参加者︓４チーム場所︓⼩⼭運動公園優勝︓瀬野善彦（昭和電⼯ﾏｽﾀｰｽﾞ）　　　　佐藤守男（昭和電工ﾏｽﾀｰｽﾞ）準優勝︓砺波哲也（ﾁｰﾑU&T）　　　　　　大島仁（T-2000）

氏名 所属2No1 順位3-0 1勝敗 22-16-3 6-2 6-03-6 6-3 6-0 34 0-6 0-6 5-7 0-3 43 2-6 3-6 7-5 1-2


