
第44回シニアテニス夏季大会

男子ダブルス125

井野　寛紀 奥村　正徳 竹内　史 大嶋　哲哉 小木　卓也 野村　崇生

根生　雅之 長谷川　豊 林　博 三辻　修 藤森　保幸 佐伯　龍雄

20876 井野　寛紀

20969 根生　雅之

22896 奥村　正徳

22900 長谷川　豊

23821 竹内　史

19566 林　博

22811 大嶋　哲哉

22262 三辻　修

21825 小木　卓也

19507 藤森　保幸

22361 野村　崇生

22362 佐伯　龍雄
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男子ダブルス135

武田　幸兒 木村　寿 今井　勝利 永峰　照雄 市川　正美

吉田　成夫 崎元　道男 原　孝司 山田　一夫 川井　康司

18185 武田　幸兒

17451 吉田　成夫

22578 木村　寿

22598 崎元　道男

23925 今井　勝利

23096 原　孝司

19662 永峰　照雄

23937 山田　一夫

17396 市川　正美

19565 川井　康司

桐山　末光 尾方　伸一 前田　正太郎 石原　照男 草薙　脩

伴　茂夫 熊田　茂行 中島　三清 藤井　寛 水野　庄作

20855 桐山　末光

22899 伴　茂夫

23063 尾方　伸一

21508 熊田　茂行

16456 前田　正太郎

18991 中島　三清

23234 石原　照男

23235 藤井　寛

17600 草薙　脩

19674 水野　庄作
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男子ダブルス145

斉藤　清照 五十川　千仁 村瀬　一基

松井　孝夫 山本　幸夫 杉本　廣志

22116 内橋　滋

18720 黒澤　儀信

23950 五十川　千仁

23949 山本　幸夫

13505 村瀬　一基

10835 杉本　廣志

男子ダブルス155

杉戸　十市 渋谷　尚 遠藤　壽一

松森　勝美 和田　茂 林　輝一

6639 杉戸　十市

22607 松森　勝美

9044 渋谷　尚

32537 和田　茂

10232 遠藤　壽一

8789 林　輝一

１４５　１５５　１位 １４５　１５５　２位 １４５　１５５　３位
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服部　佳代子 仲村　千秋 岩本　裕子 塩畑　千尋 田中　朋子 伊藤　智恵子 柴垣　尚子

渡辺　美由紀 中山　祥好 田中　れい子 高橋　美由紀中島　恵子 大西　春美 三鴨　緑

22978 服部　佳代子

22977 渡辺　美由紀

24141 仲村　千秋

20518 中山　祥好

21515 岩本　裕子

23295 田中　れい子

19441 塩畑　千尋

17713 高橋　美由紀

23178 田中　朋子

20976 中島　恵子

17278 伊藤　智恵子

23356 大西　春美

19457 柴垣　尚子

21178 三鴨　緑

女子ダブルス120

水野　昌子 唐沢　恵実 名和　友美子 熊田　幸子 永田　玲子

渡辺　真澄 中月　利枝子 山本　歌子 和田　玲子 中野　美和子

15735 水野　昌子

14593 渡辺　真澄

14617 唐沢　恵実

18226 中月　利枝子

19570 名和　友美子

20187 山本　歌子

21509 熊田　幸子

19844 和田　玲子

20645 永田　玲子

12312 中野　美和子
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女子ダブルス130

松井　文子 中島　君子 大野　千和子 久野　康子 岩田　三恵子

山根　福子 吉沢　則子 吉田　隆子 丹羽　るみ子 長江　光子

9030 松井　文子

6923 山根　福子

6750 中島　君子

14095 吉沢　則子

21283 大野　千和子

24025 吉田　隆子

16480 久野　康子

7398 丹羽　るみ子

19924 岩田　三恵子

17547 長江　光子

女子ダブルス140

中野　照子 土屋　さや子 清水　邦子 木原　マチ子

矢島　末子 牧田　美代子 松並　美代子 武山　美行

3312 中野　照子

14295 矢島　末子

15612 土屋　さや子

7490 牧田　美代子

10801 清水　邦子

7499 松並　美代子

6749 木原　マチ子

1354 武山　美行

☆　順位の決定方法
　①　リーグの勝数による。
　②　勝敗が同数の場合は、勝率の高いチームを上位とする。勝数が同数の場合は、ゲーム取得率の高いチームを上位とする。
　　　　（勝率＝取得ゲーム数÷総ゲーム数）（ゲーム取得率＝取得ゲーム数÷総ゲーム数）
　③　それでも同数の場合は、合計年齢が高いチームを上位とする。
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