第60回目黒区体育祭 秋季テニス大会 一般混合ダブルス
①

渡辺正幸(ｊｏｌｌｙ ｆｅｌｌｏｗｓ)
1 髙城美恵(ｊｏｌｌｙ ｆｅｌｌｏｗｓ)

令和3年11月28日（日）
目黒区立碑文谷体育館庭球場

福田亘(ｊｏｌｌｙ ｆｅｌｌｏｗｓ)
寺内純子(ｊｏｌｌｙ ｆｅｌｌｏｗｓ)

45

福田岳史(花門クラブ)
福田レヌー(花門クラブ)

46

岡村朗(フリー)
佐藤宏実(フリー)

47

守田司(つくね)
稲垣きくえ(つくね)

48

根本宏史(目黒ｓｔ)
二宮里香(目黒ｓｔ)

49

山本章(チームアルファ)
小野由紀子(チームアルファ)

50

神戸大吾(ＴＴＢ)
竹本彩香(TTB)

51

室岡千秋(ウイング 花門クラブ)
相原圭子(花門クラブ)

52

山本大介(なかよし会)
鈴木順子(なかよし会)

53

10 馬場めぐみ(なかよし会)

和田崇志(よさこい)
岡田加奈子(よさこい)

54

中村功(フリー)
11 吉田真名(フリー)

吉田慎一(オクテット)
磯貝ひろ子(ラ・チーマ)

55

廣田真也(ｓａｌｔｏ)
12 横矢安奈(ｓａｌｔｏ)

田澤利弥(aurora)
田嶋千波(aurora)

56

13 松石麻里(スマイルファイターズ)

川﨑雄一(ウイング)
曽我久美子(ウイング)

57

小原敦(フリー)
14 小原洋子(フリー)

𠮷川潤(よさこい)
竹中美穂子(ノイオン)

58

高谷真次(Ｊｏｌｌｙ Ｆｅｌｌｏｗｓ)

堀口彰一(つくね)
堀口直子(つくね)

59

16 加藤操(つくね)

竹原邦彦(ウイング)

渡辺浩(ＶＡＭＯＳ)
外山玲子(よさこい)

60

信安健一(よさこい)
17 田中順子(アルテミス)

谷口正幸(スマイルファイターズ)
蒔苗亜希(スマイルファイターズ)

61

18 関口侑花(フリー)

松山裕紀(フリー)
竹田佐保里(よさこい)

62

馬場浩太郎(花門クラブ)
19 藤井江利子(ジェム マリオ)

鈴木健太郎(ＴＴＢ)
杉﨑恵里子(TTB)

63

吉本勇也(フリー)
20 石川恵子(フリー)

櫻井貴久(目黒ｓｔ)
伊森直子(目黒ｓｔ)

64

21 松宮智子(フリー)

坂元厚夫(フリー)
大竹由美(フリー)

65

杉浦誠治(つくね)
22 杉浦由美子(つくね)

山本衛(ラ・チーマ)
山本貴江(ラ・チーマ)

66

23 中嶋亜矢(チームかんな)

髙林邦年(ｓａｌｔｏ)
岩下江里(チーム目黒)

67

新田一雅(フリー)
24 堤下順子(マカマカ)

松本展之(馬込ＴＣ)
松本奈月(フリー)

68

林敦(フリー)
25 常山恵(フリー)

武藤賢司(よさこい)
中村由美(フリー)

69

26 吉本英子(つくね)

堀口夢心(フリー)
小林淑子(フリー)

70

奥和昌(よさこい)
27 山田百美(aurora)

友成直樹(フリー)
小野塚裕子(フリー)

71

前川真一(ＴＴＢ)

水田修(ｊｏｌｌｙ ｆｅｌｌｏｗｓ)
原田美砂子(ラ・チーマ)

72

29 津山笑子(フリー)

佐藤哲也(フリー)

原将史(フリー)
原さとり(フリー)

73

岸光洋(Ｂａｍｂｏｏ)
30 岸桂子(Ｂａｍｂｏｏ)

高際睦(フリー)
高際伊都子(フリー)

74

31 髙田華(TTB)

加藤武智(aurora)
猪俣美樹(aurora)

75

永冨隆康(スマイルファイターズ)
32 土本直子(スマイルファイターズ)

國元修(つくね)
田島真理子(つくね)

76

梶間健吾(ＶＡＭＯＳ)
33 稲熊紀子(VAMOS)

渡部公夫(スマイルファイターズ)
渡部美樹(スマイルファイターズ)

77

鈴木信孝(jｏｌｌｙ Ｆｅｌｌｏｗｓ)
重見光(フリー)

78

井上徳仁(ﾊﾟｽｺﾃﾆｽ部 ＡＦＴ5)
橋場美歩(ﾊﾟｽｺﾃﾆｽ部 ＡＦＴ5)

79

有馬和範(よさこい)
太田まりも(つくね)

80

橋本正太郎(フリー)
橋本桃子(フリー)

81

島村正彦(ノイオン)
長友純子(フリー)

82

与那嶺光彦(フリー)
小幡真由美(スマイルファイターズ)

83

爪川智晶(フリー)
杉野さえ(フリー)

84

原口宏(なかよし会)
岸野美知子(なかよし会)

85

42 山下早苗(WAFU)

秋山邦彦(フリー)
秋山敏子(フリー)

86

日景繁夫(ＭＤＴ)
43 日景由利(スマイルファイターズ)

村越幸久(フリー)
藤本久美恵(フリー)

87

関口義基(アルテミス)
関口真理(アルテミス)

88

中村悠(スマイルファイターズ)

2 中村敦子(スマイルファイターズ)
大宮伸一(つくね)
3 大宮香織(つくね)
東輝彦(フリー)
4 尾形文(フリー)

集合時間
8時45分 1Roundスタートの全選手
No.2.3.7-10.13-16.20.21.24.25.29-32
No.35-38.42.43.46.47.51-54.57-60
No.64.65.68.69.73-76.79-82.86.87

松宮守男(ノイオン)

5 高橋りか(フリー)

大谷知也(フリー)
6 加藤暢子(フリー)

10時30分 ２Roundスタートの左側の選手

No.1.4-6.11.12.17-19.22.23
No.26-28.33.34.39-41.44

松永武(オクテット)

7 石井博美(ロータス)
岡憲雄(ラチーマ)

8 中田英子(よさこい)

11時45分 ２Roundスタートの右側の選手

No.45.48-50.55.56.61-63.66.67
No.70-72.77.78.83-85.88

田嶋慶太(aurora)
9 中川歩(aurora)
唐澤亨一(なかよし会)

⑧

齋田裕康(スマイルファイターズ)

15 高谷品子(Ｊｏｌｌｙ Ｆｅｌｌｏｗｓ)

横田将之(フリー)

河合直樹(フリー)

④

Final

中嶋豊(チームかんな)

藤田益也(つくね)

28 鈴木裕子(TTB)

有村拓也(フリー)

⑤

假谷紀彰(フリー)

34 伊藤智子(アルテミス)
齊藤哲也(ＪＦ ラウルス)
35 金枝美穂(フリー)

【参加選手の方へ】
◇待機中はCOVID19感染症対策のため、
マスクを着用し“密集・密接”にならぬよう
ご配慮ください。

最所裕一郎(aurora)

36 山田千恵子(つくね)

守屋修一(ｋ－ｚｅｒｏ)

37 山口綾子(なかよし会 コスモス)
宮坂淳志(フリー)
38 田村亜弥(フリー)

◇試合中COVID19感染症対策のための
マスクの着用は可とします。
◇日焼け防止のためのフェイスマスク
着用は不可です。

北山和寛(目黒ｓｔ)

39 川島里美(フリー)
佐藤亮介(フリー)
40 佐藤彩花(フリー)

田中史仁(つくね)
41 藤田ルミ子(つくね)
堺純悦(WAFU)

北村正美(ＶＡＭＯＳ)

44 坂本啓子(ラチーマ)

【参加選手以外の方へ】
◇COVID19感染拡大予防のため
観戦はご遠慮ください。

②

⑦

③

⑥

