
２０１７年９月２４日（日）
国際交流公園テニスコート

コンソレーション 本　戦
佐々木次方 (Ｔｈｕｍｂｓ　ｕｐ)

涌井　裕貴 (Ｔｈｕｍｂｓ　ｕｐ)

７-６（１）
涌井　大地 (Ｔｈｕｍｂｓ　ｕｐ)

蓮沼　匡 河内　日和 (第四銀行ＴＣ) ６-１
小野　空夜 会 蓮沼　匡 (胎内市ＴＡ)

６-３ 会 小野　空夜 (胎内市ＴＡ) ６-３
武者　山人 (テニスステーション新潟)

相馬　直樹 坂詰　哲馬 (村上桜ヶ丘高校) ６-０
水野　健太 相馬　直樹 (Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ)

６-３ 水野　健太 (村上市役所)

会 本保　良祐 (胎内市ＴＡ) ７-５
蓮沼 本保　良祐 目黒　広大 (三条ファミリーＴＣ) 佐々木

小野 目黒　広大 福室　隆太 (Ｌ２Ｃ２) ６-２ 涌井

６-３ 佐藤　孝洋 (ＴＥＡＭ．Ｅ) ７-６（３）
吉川　幸久 (ＢＩＧ ＭＯＵＴＨ)

吉田　紀夫 岩淵　毅 (テニス同好会) ６-０
常石　真映 吉田　紀夫 (フリー)

６-４ 常石　真映 (新潟ジャンボＩＴＳ) ６-２
会 伊藤　豊 (胎内市ＴＡ)

伊藤　豊 会 増子　力 (胎内市ＴＡ)

増子　力 会 遠山　龍 (胎内市ＴＡ) ６-０
渡邊　健太郎 (Ｔｈｕｍｂｓ　ｕｐ) ６-３

６-０ Alastair Cordell (ＫＡＺＡＭＡ.ＴＡ)

服部　正典 学 石澤　尊 (ＫＡＺＡＭＡ.ＴＡ) ６-３
遠山　潤基 会 服部　正典 (胎内市ＴＡ)

会 遠山　潤基 (胎内市ＴＡ)

６-２

伊藤　孝幸 (ササキＴＣ)

加藤　直樹 (テニスステーション新潟)
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コンソレーション 本　戦
湯川　晃義 (ＭＡＸ３５)

坂井　一規 (ＭＡＸ３５)

６-０

渡部　誠二 (ＯＴＣ)

渡部　誠二 学 富樫　大 (村上中等)

富樫　大 学 岩倉　承太郎 (村上高校) ６-４

６-１ 学 小田　泰楽 (村上高校) ６-３
会 山崎　智幸 (胎内市ＴＡ)

山崎　智幸 会 石神　龍樹 (胎内市ＴＡ)

石神　龍樹

６-０ 野口　大地 (ＫＡＺＡＭＡ.ＴＡ) ７-５

佐藤　海大 学 小林　来翔 (ＫＡＺＡＭＡ.ＴＡ) ７-５ 野口
小野　竜聖 学 佐藤　海大 (村上高校) 小林

学 小野　竜聖 (村上高校) ６-３

６-１ 犬井　豊 (五十公野ＴＣ)

森 泉　　竜也 学 犬井　輝 (Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ) ６-１

渡辺 伊與部介斗 学 泉　　竜也 (村上高校)

学 伊與部介斗 (村上高校) ６-３

６-１

高橋　那優
河内　達輝 学 高橋　那優 (村上高校)

学 河内　達輝 (村上高校)

６-３ 学 横堀　陽太郎 (新潟ジャンボＩＴＳ) ６-２

鈴木　天優 学 馬場　貴大 (三条ファミリーＴＣ) ６-０
中山　楓斗 学 鈴木　天優 (村上高校)

学 中山　楓斗 (村上高校) ６-４

６-０

森　　敬史
渡辺　武広 会 森　　敬史 (胎内市ＴＡ)

会 渡辺　武広 (胎内市ＴＡ)

男子ダブルスＢクラス
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コンソレーション 本　戦

五十嵐理紗 (Ｃｏｌｏｒｓ)

宮内　梨沙 (ジャンボＩＴＳ) ６-０

加藤　沙苗
熊江　愛

加藤　沙苗 (水原ＴＣ) ６-１

６-５ 熊江　愛 (てにんちゅ)

会 須貝　千代美 (胎内市ＴＡ)

会 真田　さくら (胎内市ＴＡ) ６-３

会 鈴木　美恵子 (胎内市ＴＡ)

池田　和美 会 増子　麻子 (胎内市ＴＡ) 五十嵐
若月　美子 池田　和美 (てにきち) ＷＯ 宮内

若月　美子 (Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ) ６-１

６-２ 鈴木　理恵子 (Ｋ．Ｔ．Ａ)

阿部 仲川　智子 田村　美里 (ヤマダＴＳ) ６-２

小柳 久保田美鈴 会 仲川　智子 (胎内市ＴＡ)

会 久保田美鈴 (胎内市ＴＡ)

会 長　　陽子 (胎内市ＴＡ) ７-５
鈴木　加奈子 (荒川ＴＣ)

６-５ 阿部　のり子 (新発田ＴＣ) ６-４
小柳　恵美子 (樹里テニスクラブ)

阿部　のり子
小柳　恵美子

高橋　由美子 (ササキＴＣ) ７-６（７）
藤田　寿美子 (ササキＴＣ)
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コンソレーション 本　戦
会 五伝木　久 (胎内市ＴＡ)

会 斎藤　三七夫 (胎内市ＴＡ)

筒井　茂 (マリンブルーＴＳ) ６-１

筒井 筒井　茂 星井　健一 (西蒲区テニス協会)

星井 星井　健一 会 遠藤　保 (胎内市ＴＡ) ６-３

６-４ 藪　　正樹 (Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ)

蝦名　誠治 (東青山ＴＣ) ６-０

大橋　慎吉 板谷越茂雄 (新発田シニアＴＣ) ７-５ 野本
佐藤　修身 大橋　慎吉 (ファミリーＩＴＣ) 小野

佐藤　修身 (ファミリーＩＴＣ) ６-１
会 野本  進 (クラレＴＣ)

会 尾野  稔 (胎内市ＴＡ)

コンソレーション 本　戦
桑原　光代 (エルレッセＴＣ)

有馬　礼子 (ファミリーＩＴＣ)

富樫　美和子 ６-４

富樫 富樫　七海 桑原

富樫 富樫　美和子 (村上市ＴＣ) 有馬

６-０ 学 富樫　七海 (Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ) ６-４

長谷川直美 (ジャンボＩＴＳ)

小野　香 佐々木晴美 (村上市ＴＣ) ６-３
南波　千春 会 小野　香 (胎内市ＴＡ) ６-４

相馬　幸 会 南波　千春 (胎内市ＴＡ)

阿部　智恵美 相馬　幸 (カキツバタ)

阿部　智恵美 (カキツバタ)

６-３

男子ダブルスＣクラス（年齢別）
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