第２９回福島県マスターズテニス交流大会チーム編成表
A チーム
№
監 督

氏

名

B チーム
№

氏

名

C チーム
№

氏

名

D チーム
№

氏

名

1 児玉 透(南)

1 福地 浩司(北)

1 吉田 守(会)

1 西内 正耕(相)

2 高山 正巍(南)

2 高野 秀和(南)

2 安藤 高行(南)

2 井上 啓之(南)

3 吉田 和彦(南)

3 本田 豊二(南)

3 伊藤 幸男(南)

3 松村 光二(北)

4 山口 泰功（北）

4 西 道典(相)

4 松浦 真一(北)

4 黒澤 新生(北)

5 佐久間 光弘(相)

5 西原 健一(い)

5 佐藤 敏明(北)

5 松山 邦夫(会)

6 松本 茂(い)

6 石井 宏光(南)

6 大野 順一(会)

6 小野田 収一(相)

7 五十嵐 碩(南)

7 渡辺 富美男(南)

7 酒井 良英(相)

7 赤塚 一郎(い)

8 笠井 正男(南)

8 矢部 正裕(南)

8 滝本 力(い)

8 永井 勝彦(南)

9 常盤 浩章(南)

9 香山 敏夫(北)

9 小浜 恒一(南)

9 安藤

10 保坂

衛(北)

徹(南)

10 佐久間 勉(北)

10 小石川 守(南)

10 針生 喜太郎(南)

11 片平 輝彦(北)

11 野口 昭夫(会)

11 江上 昭夫(南)

11 石井 洋一(南)

12 吉内 秀典(北)

12 宇次 洋一(い)

12 梅津 和男(北)

12 高岡 俊則（南）

13 小川 英毅(会)

13 薄葉 邦一(い)

13 国井 好美(北)

13 玉崎 明介(北)

14 関谷 丈司(い)

14 吉田 宏(南)

14 長谷 芳文(い)

14 菅野 一二(北)

15 舘林 喜一(い)

15 半沢 文雄(南)

15 千葉

裕（南）

15 佐藤 功一(い)

16 佐藤 秀成(南)

16 阿部 謙(南)

16 今泉 久二(南)

16 吾妻 昭治(南)

17 石井 一正(南)

17 菊地 恵蔵（南） 17 布浦 紘一(南)

17 金森 義明(南)

18 深沢 修二(南)
19 松田 繁彌(北)

18 佐藤 英夫(北)
19 押田 幸一(会)

18 久米 政男(南)
19 小野 仁武(会)

18 有我 洋平(南)
19 大越 昭(北)

助監督 20 八巻 美代子(南) 20 菅野 恵美子(北) 20 永峯 良子(会)

21 上杉 光代(南)

21 会田 松美(南)

21 今野 玲子(南)

20 紺野 美代子(相)
21 矢吹 京子（南）

22 十林 八津枝(南) 22 成松 泉(南)

22 千葉 喜久江(北) 22 仲丸 紀子(会)

23 黒澤 逸子(北)

23 小泉 清子(北)

23 児玉 向代(相)

23 井澤 育代(い)

24 松﨑 悦子(い)

24 武山 康(相)

24 八木 悦代(い)

24 矢作 真基子(い)

25 安部 ちづ子(い) 25 鈴木 節子(い)

25 山野辺 巻子(い) 25 髙木 洋子(い)

26 石井 政江(い)

26 橋本 みつ子(い) 26 小沢 敦子(南)

27 山本 龍子(南)

27 五十嵐 喜代子(南) 27 江上 ミチ子(南) 27 佐久間 秀子(南)

26 斎須 敦子(南)

28 門馬 京子(北)

28 山内 英子(南)

28 鴫原 信子(南)

29 玉崎 由美(北)

29 影山 恵子(南)

29 菅野 るみ子(北) 29 梅津 文子(北)

30 寺田 洋子(い)

30 鈴木 美栄子(北) 30 鴫原 雅子（北） 30 菅家 洋子(北)

28 野田 由紀子(南)

31 伊藤 きぬ子(い) 31 広瀬 真弓(北)

31 栗原 富子(北)

31 羽田 トモ子（北）

32 澤田 智恵美(南) 32 船田 光枝(会)

32 赤塚 道子(い)

32 小久 美枝子(い)

33 梅沢 笙子(南)

33 鈴木 ひとみ(い) 33 川崎 千代子(い) 33 齋藤 由紀子(い)

34 宗像 二三子(南) 34 中村 桂子(い)
35 佐藤 朱美(南)

34 遠藤 敏子(南)

34 鎌田 寄仁(南)

35 七海 真理子(南) 35 菊地 規子(南)

35 鈴木 由美子(南)

36 高橋 美枝子(北) 36 黄木 由美子(南) 36 本田 和子(南)

36 鈴木 ささよ(南)

37 四家 順子(会)
38 高橋 智子(い)

37 鳥井 梓(南)
38

37 蒲生 要子(南)
38

37 石田 幸子(南)
38
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第２９回マスターズ春季テニス交流大会
大会結果報告書
◇開催日時 ：平成 2５年 6 月６日（木）
◇会

場 ：郡山庭球場

AM９時～PM３時

１６面

◇参加人員 ：１４８名 （参加者新記録）・新参加３１名
◇競技方法 ：４チーム編成男女ダブルス団体戦（ラウンドロビン方式）

◇優勝チーム：Ｃチームの皆さん（笑顔で勝ちました・・・）

