
令和元年度新座市テニス団体戦 女子の部

3-0

3-0

2-1

2-1

2-1 シンポウA

w.o

4・ マ ー テ ル

5・ TEAM Yu-Yu

6・ シ ル セ ン

1・ シンポウ（A）

2・ み じ ん こ

3・ すまいる＆ひまわり

7・ 野火止 TC

　　チームメンバー表（女子） 最上段太字は代表者

シンポウ みじんこ すまいる＆ マーテル ＴＥＡＭ
（Ａ） ひまわり Ｙｕ-Yu

浜中 豊治 小糸 文子 高橋 千春 窪田 正樹 田光 祐紀
貫井 明美 内田 恵子 鈴木 要子 中原リカ子 高橋千恵子
三浦 洋子 福辺 順子 柳原貴和子 山岸美津子 和田敦子
徳丸 理恵 山本 一実 須藤 晶子 初澤　千浪 早坂ゆかり
篠原 美佐 波澄祐希子 佐藤万紀子 山内素子 石井 香織
中村 貴世 波澄 直子 緒方久美子 久保理子 木田 恵美子
安部 雅子 小糸 文子 蜷川聖子 野口佳奈 及川 真希

神田　葵
広沢 的美

シルセン 野火止ＴＣ 新座ローンＴＣ スリーピース シンポウ
（Ｂ）

江口 雅志 小泉 哲也 浅海 安義 田中 靖子 浜中 豊治
水谷 良子 斎藤景子 高垣 友子 吉田 由美 佐藤 結佳
持丸  静 栗沢 圭子 佐藤 和子 三ツ井 響子 吉田 明日香

小林千恵子 仙波 明子 村木 直子 山田 由里 中村女久美
古澤 直美 横山悦子 岩住 久美 田中　靖子 井田千尋
今 志奈子 伊東和子 若森 恵子 大塚 美子 吉田智子
小林あすみ 遠藤京子 村井由紀子 中村美恵子 渡辺 美沙

馬屋原久子 長沢 万純
谷村 美和 加藤 和代

7月21日不参加

悟空 ひまわり

3-0

2-1

2-1

3-0

w.o

7・ 野火止 TC

8・ 新座ローンTC

9・ スリーピース

10・ シンポウ（B）

11・ 悟　　空

ひ　ま　わ　り12・

悟空 ひまわり

古城　昭 石井久美子
岡   啓子 田中 裕美
高橋めぐみ 東　康子
玉井 久美 清水 尚子
菅田 安恵 武嶋玲衣
斎藤典子 茂木 ちはる
平田 尚子 石井 久美子



コンソレ(女子)

2-1

2-1

3-0

3-0

スリーピース

1・ すまいる＆ひまわり

2・

3・ TEAM Yu-Yu

4・ シ ル セ ン

5・ 野火止TC

6・ スリーピース

3-0

7・

8・ 悟　　空



令和元年度新座市テニス団体戦 男子の部

３－０ ３－０
w.o

２－１

３－０ ３－０

w.o

３－０

２－１

２－１

w.o

２－１

新座ローンTC(B)

12・ 新座市役所

3・ シンポウTC（A）

6・ 水曜日のシンポウ 16・ マーテル（B)

1・ TEAM Yu-Yu（A） 11・ 新座ローンTC(B)

2・ 新座ローンTC（A）

13・ S T T (B)

4・ スリーピース 14・ TEAM Yu-Yu（B）

15・ シンポウ ST5・

17・ 悟　　空7・ マーテル（Y）

　　　　 チームメンバー表（男子） 最上段太字は代表者

ＴＥＡＭ 新座ローン シンポウ スリーピース STT 水曜日の マーテル
Ｙｕ-Yu（Ａ） TC（Ａ） TC（A） ｽﾃﾌｧﾝﾃﾆｽA シンポウ （Ｙ）
田光 祐紀 浅海 安義 笠原 孝一 田中 靖子 原田 康秀 前田 大輔 窪田 正樹
金子 俊朗 大附 博美 今岡 達哉 青木 宏昌 原田 康秀 前田 大輔 金子 友樹
渡辺 岳人 浅海 安義 渡辺 長治 児玉 真弘 吉田 敏幸 島　太陽 権藤　塁
平林亮二 太田 富章 上田 猛夫 正木 　寿 浜野 竜朗 遠田 慶介 八代 史哉
羽賀怜志 浅川 達雄 西川　均 茂木 光司 松木　賢 兵庫 康博 石井 淳也
東　 太陽 柳下 昇一 中條　陽 山本 邦一 高儀 良一 落合正典 大野 裕希
中村 海渡 佐藤 徹夫 吉田志伸 田中 真一 笹井 基裕 山越　綾 星野 昌之

伊吹 忠博 高見　篤 赤羽毅朗 永塚 優介

ひまわり 土曜エム・ワン 野火止ＴＣ 新座ローン 新座市役所 STT ＴＥＡＭ
（Ａ） TC（Ｂ） ｽﾃﾌｧﾝﾃﾆｽB Ｙｕ-Yu（Ｂ）

石井久美子 初澤 久文 小泉 哲也 浅海 安義 松崎 武志 原田 康秀 田光 祐紀
山谷達義 小林 英喜 小林重勝 浅海 健一 松崎 武志 磯　宏之 長浜 博幸
緒方 睦巳 望月 洋一 宇高 宗吉 小田切 弘 石毛 　竜 小和田健文 阿部 宗之
武嶋 達夫 林   裕二 秋元 　繁 星田弘光 渡邊 　敬 朝見 宗人 蓮尾 幸雄
清水 輝明 海老澤昭芳 和田 義和 石田 哲也 高砂 賢二 寺沢 俊明 山谷行宣
阿左美義明 高橋 　晋 小野田洋志 長沢 雄次 森田 善紀 原田　誠 長谷川佳吾
石井公一朗 村永 慶祐 熱海健次郎 渋田 圭祐 須藤 佑輔 今村　健 塚本啓介
渡辺吉保 初澤 久文 小島 靖史 上原俊樹

初澤 圭祐

シンポウ マーテル 悟　空 野火止ＴＣ シンポウ チーム
ST （Ｂ） （Ｂ） TC（Ｂ） チャルロス２世

濱竹 俊和 窪田 正樹 古城　昭 小泉 哲也 笠原 孝一 藤村 幸一
石崎 博貴 窪田 正樹 長島 秀明 中澤 和明 真中　寛 藤村 幸一
富井 久雄 戸島　貢 岡　 正人 荒居 正雄 恒川　正 藤崎 　要

7月21日不参加通知
あり

２－１ ３－０

３－０

w.o
２－１ ３－０

シンポウTC(B)

3位:水曜日のシンポウ

9・ 土曜エムワン 19・ シンポウTC（B）

8・ ひ　ま　わ　り 18・ 野火止TC( B )

10・ 野火止TC( A ) 20・ チャルロス2世

富井 久雄 戸島　貢 岡　 正人 荒居 正雄 恒川　正 藤崎 　要
斎藤 優太 柏　敏雄 堤 　国洋 遠藤 幹雄 高見　篤 竹田 　陽
山尾　崇 森　澄雄 武藤 太平 山形 起生 山平尚一朗 矢田 旭紀
橋居 賢治  山田　努　 須藤 和彦 増田 貴也 白井義吾生 宇藤　 快
内田 泰輔 近藤 信幸 石森 幸志 高橋 　等 西田 秀男 渡辺 貴大
濱竹 俊和 古城　昭 勝山　均 笠原 孝一 長谷 厚志

中嶋 一明



コンソレ（男子）

2-1

2-1

2-1

3-0

STT(B)2-1

S T T  (A)

3・

6・ TEAM Yu-Yu(B)

7・ 悟　　空

4・ ひ ま わ り

5・ S T T (B)

2・

1・ 新座ローンTC(A)

2-1

8・ 野火止TC(B)

悟　　空


