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決勝トーナメント

下越テニス選手権大会　チーム対抗戦

伊藤・佐藤 ６－３ 蓮沼・伊藤小池・小林 ６－２ 山崎・平川丸山・塚田 ６－０ 伊藤・菊池Ｂブロック１位
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小池・小林 ６－２ 山崎・平川丸山・塚田 ６－０ 伊藤・菊池
涌井・阿部 ６－２ 網代・丸山旗・福田 ６－１ 本間・小林田村・竹内 ６－１ 伊皆・久保田

伊藤・佐藤 ６－３ 涌井・阿部小池・小林 ４－６ 旗・福田丸山・塚田 ６－１ 田村・竹内



予選Ａブロック 勝　敗 順　位　　　 M　６　―　１ 　　　 M　６　―　２ 　　　 M　６　―　４1. 　　　 W　６　―　０ 　　　 W　６　―　１ 　　　 W　６　―　１ ３－０ １位　　　 MIX６　―　２ 　　　 MIX６　―　１ 　　　 MIX６　―　３　　　 M　１　―　６ 　　　 M　１　―　６ 　　　 M　２　―　６2. 　　　 W　０　―　６ 　　　 W　１　―　６ 　　　 W　０　―　６ ０－３ ４位　　　 MIX２　―　６ 　　　 MIX４　―　６ 　　　 MIX０　―　６　　　 M　２　―　６ 　　　 M　６　―　１ 　　　 M　６　―　３3. 　　　 W　１　―　６ 　　　 W　６　―　１ 　　　 W　５　―　６ ２－１ ２位　　　 MIX１　―　６ 　　　 MIX６　―　４ 　　　 MIX６　―　５　　　 M　４　―　６ 　　　 M　６　―　２ 　　　 M　３　―　６4. 　　　 W　１　―　６ 　　　 W　６　―　０ 　　　 W　６　―　５ １－２ ３位　　　 MIX３　―　６ 　　　 MIX６　―　０ 　　　 MIX５　―　６
予選Ｂブロック 勝　敗 順　位　　　 M　１　―　６ 　　　 M　４　―　６ 　　　 M　６　―　３5. 　　　 W　６　―　４ 　　　 W　６　―　０ 　　　 W　６　―　１ ３－０ １位　　　 MIX６　―　３ 　　　 MIX６　―　４ 　　　 MIX４　―　６　　　 M　６　―　１ 　　　 M　６　―　４ 　　　 M　６　―　０6. 　　　 W　４　―　６ 　　　 W　６　―　１ 　　　 W　６　―　１ ２－１ ２位　　　 MIX３　―　６ 　　　 MIX６　―　１ 　　　 MIX６　―　１　　　 M　６　―　４ 　　　 M　４　―　６ 　　　 M　６　―　２7. 　　　 W　０　―　６ 　　　 W　１　―　６ 　　　 W　６　―　５ １－２ ３位　　　 MIX４　―　６ 　　　 MIX１　―　６ 　　　 MIX６　―　５　　　 M　３　―　６ 　　　 M　０　―　６ 　　　 M　２　―　５8. 　　　 W　１　―　６ 　　　 W　１　―　６ 　　　 W　５　―　６ ０－３ ４位　　　 MIX６　―　４ 　　　 MIX１　―　６ 　　　 MIX５　―　６



予選Ｃブロック 勝　敗 順　位　　　 M　２　―　６ 　　　 M　３　―　６ 　　　 M　１　―　６9. 　　　 W　０　―　６ 　　　 W　２　―　６ 　　　 W　１　―　６ ０－３ ４位　　　 MIX３　―　６ 　　　 MIX６　―　３ 　　　 MIX１　―　６　　　 M　６　―　２ 　　　 M　６　―　４ 　　　 M　２　―　６10. 　　　 W　６　―　０ 　　　 W　４　―　６ 　　　 W　５　―　６ １－２ ３位　　　 MIX６　―　３ 　　　 MIX５　―　６ 　　　 MIX６　―　４　　　 M　６　―　３ 　　　 M　４　―　６ 　　　 M　６　―　１11. 　　　 W　６　―　２ 　　　 W　６　―　４ 　　　 W　４　―　６ ２－１ ２位　　　 MIX３　―　６ 　　　 MIX６　―　５ 　　　 MIX５　―　６　　　 M　６　―　１ 　　　 M　６　―　２ 　　　 M　１　―　６12. 　　　 W　６　―　１ 　　　 W　６　―　５ 　　　 W　６　―　４ ３－０ １位　　　 MIX６　―　１ 　　　 MIX４　―　６ 　　　 MIX６　―　５
予選Ｄブロック 勝　敗 順　位　　　 M　０　―　６ 　　　 M　０　―　６ 　　　 M　１　―　６13. 　　　 W　０　―　６ 　　　 W　１　―　６ 　　　 W　０　―　６ ０－３ ４位　　　 MIX０　―　６ 　　　 MIX３　―　６ 　　　 MIX０　―　６　　　 M　６　―　０ 　　　 M　６　―　５ 　　　 M　２　―　６14. 　　　 W　６　―　０ 　　　 W　６　―　２ 　　　 W　４　―　６ ２－１ ２位　　　 MIX６　―　０ 　　　 MIX３　―　６ 　　　 MIX２　―　６　　　 M　６　―　０ 　　　 M　５　―　６ 　　　 M　０　―　６15. 　　　 W　６　―　１ 　　　 W　２　―　６ 　　　 W　１　―　６ １－２ ３位　　　 MIX６　―　３ 　　　 MIX６　―　３ 　　　 MIX１　―　６　　　 M　６　―　１ 　　　 M　６　―　２ 　　　 M　６　―　０16. 　　　 W　６　―　０ 　　　 W　６　―　４ 　　　 W　６　―　１ ３－０ １位　　　 MIX６　―　０ 　　　 MIX６　―　２ 　　　 MIX６　―　１



申込責任者 今田妙子 申込責任者 阿部のり子 申込責任者 田村和明 申込責任者 宮川一二三1 坂上雅義 新発田TC 五十嵐祐哉 ササキTC 田村和明 マリンブル-TS 越　昌弘 テニス同好会2 長谷川和幸 新発田TC 五十嵐重智 ササキTC 涌井裕貴 Thumbs　up 鈴木　伸 ザ・テニスステージ3 荻原　淳 新発田TC 渡辺賢一郎 水原TC 阿部圭晃 マリンブル-TS 牛腸裕丈 グリーンポケット4 石田明緒衣 新発田TC 阿部のり子 シバタTC 竹内寛子 KAZAMA.TA 坂口吉彦 マリンブル-TS5 河崎貴子 新発田TC 小柳恵美子 樹里TC 籏　弓子 kimara 後藤貴子 山田TS6 今田妙子 新発田TC 島津佳代 サンライズTC 福田江梨子 ジャンボITC 畠山明美 ｃｒｅｓｃ．7 山岸静子 フェローズTC 宮川一二三 グリーンポケット8910 申込責任者 宮川一二三 申込責任者 須貝千代美 申込責任者 伊藤　豊 申込責任者 清野靖宏1 宮下良介 キャノンIS 尾野　稔 胎内市TA 伊藤　豊 胎内市TA 清野靖宏 胎内市TA2 関塚圭介 三菱ガス化学TS 野本　進 胎内市TA 蓮沼　匡 胎内市TA 佐藤修身 T&S新発田ITS3 田畑大吾 グリーンポケット 加藤英敏 胎内市TA 伊藤孝希 胎内市TA 太田祐治 ファミリーITC4 栗原昌志 ＭＡＸ３５ 桐生明美 胎内市TA 西村正敏 胎内市TA 丸山真澄 T&S新発田ITS5 早川晴美 マリンブル-TS 須貝千代美 胎内市TA 菊池さゆり 胎内市TA 二宮早苗 T&S新発田ITS6 阿部春夏 ポーリーズ 中村美重子 水原TC 佐藤けい子 胎内市TA 新保美樹 T&S新発田ITS7 佐藤納千子 マリンブル-TS 小川久美子 胎内市TA 山崎祐子 胎内市TA8 渡辺桂子 グリーンポケット 古寺弘美 ｆｉｔ 平川美由紀 胎内市TA910 申込責任者 斎藤 三七夫 申込責任者 田辺夏美 申込責任者 網代　勉 申込責任者 小嶋良二1 野本雅裕 新発田TC 佐藤優樹 ＴＦＬ 小林芳則 胎内市TA 小嶋良二 胎内市TA2 栗原拓也 新発田TC 斎藤祐貴 キーパーソン 丸山久志 五十公野TC 遠藤 保 胎内市TA3 斎藤三七夫 胎内市TA 伊藤哲平 キーパーソン 伊皆嘉樹 T&S新発田ITS 渡辺武広 胎内市TA4 塚田万里子 T&S新発田ITS 田辺夏美 テニス同好会 網代 勉 胎内市TA 杉山貴久子 胎内市TA5 旭ひかり ゴーゴーズ 後藤美奈子 キーパーソン 本間和枝 胎内市TA 小嶋和枝 胎内市TA6 遠山麻美 胎内市TA 奥土知美 キーパーソン 小林るり子 胎内市TA 真田さくら 胎内市TA7 久保田美鈴 胎内市TA 小野康子 胎内市TA8 加藤香代子 胎内市TA910 申込責任者 小野空夜 申込責任者 伊井信子 申込責任者 津野恵美子 申込責任者 丸山 茂1 伊藤 均 テニス同好会 佐藤富雄 胎内市TA 山本 仁 胎内市TA 小倉博光 ゴーゴーズ2 斎藤孝幸 テニス同好会 伊藤和義 胎内市TA 笹川清志 胎内市TA 丸山 茂 ゴーゴーズ3 渡辺圭一 テニス同好会 石津　修 T&S新発田ITS 森 敬史 胎内市TA 伊藤孝幸 ササキTC4 小野空夜 胎内市TA 三吉　亘 T&S新発田ITS 北上晴恵 胎内市TA 佐藤雄一郎 セルフィッシュ5 伊藤真由美 テニス同好会 桑野文子 胎内市TA 新村奈緒 胎内市TA 丸山 恵 ゴーゴーズ6 小野 香 胎内市TA 真野文恵 T&S新発田ITS 津野恵美子 胎内市TA 塚田晶子 ゴーゴーズ7 加藤直巳 胎内市TA 山口綾子 T&S新発田ITS 鈴木恵美子 胎内市TA 小林愛子 KAZAMA.TA8 五十嵐智美 村上TC 清田美紀 T&S新発田ITS 小池真奈美 WEST9 伊井信子 胎内市TA10

明るい家族計画♥ペコリ やなちゃんズ アナだらけと隙の女王 ぱわーぱみゅぱみゅ
阿部のハルカッス！！ ＡＫＢ５６ 今年もそこそこ チーム”とりたま”

TEAM 0 キーパーソン プリキュア おちコボレーズ
爽快ウォッチ 金曜ガールズ＆ナイスガイ ゴー！アルビ GTO(ｸﾞﾚｰﾄﾃﾆｽﾌﾟﾚｲﾔｰ小倉)


