
 2003年度 川越市市民体育祭 テニスの部 2003/12/31

男子シングルス本戦

1. 四十八願淳一 )( あさき     優勝 17. 原 康之 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     

2. bye 原 康之 80 18. 川田泰史 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

3. 石澤　博 )( あさき     82 82 19. 長沢正博 )( 一般      

4. 米山 文夫 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     81 84 20. 橋詰　清 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  
76(3)

5. 稲葉　実 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     81 82 21. 西大路隆範 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     
16

6. 笠井佑史 )( ＫＴＣo    83 82 22. 御手洗貴史 )( 市役所   
61

7. 羽入田浩司 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  85 82 23. 塩野康徳 )( 東洋組   

8. 中田恭弘 )( 一般      82 86 24. 川越淳一 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

9. 青木重男 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     W.O 84 25. 上原浩路 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

10. 中村孝広 )( 庭球塾   86 80 26. 山原雅人 )( 一般      

11. 平岡　陽 )( あさき     83 83 27. 五十右　亘 )( 東洋組   

12. 吉田 圭吾 )( 東洋組   83 82 28. 小林義信 )( 一般      

13. 林 崇 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  84 83 29. 川崎健一 )( 遊乗会   

14. 中村光孝 )( あさき     86 86 30. 戸田貴博 )( ﾛｲﾔﾙＰ  

15. 伊原俊一 )( TＮＪ       84 81 31. 藤島翔太郎 )( 東洋組   

16. 松岡慎一 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  83 85 32. 池上雅人 )( 霞ヶ関    

----- ３位決定戦 -----

池上雅人
32. 池上雅人 )( 霞ヶ関    W.O

男子ダブルス本戦

1.
四十八願淳一 )( あさき     優勝

13.
清水 和夫 )( ＨＫｸﾗﾌﾞ 

柄島 隆司 )( HKｸﾗﾌﾞ  松岡 慎一 鈴木 郷旨 )( HKｸﾗﾌﾞ  

2.
後藤 俊夫 )( あさき     85 三浦 浩一 85

14.
西口 隆也 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

鈴木 省吾 )( あさき     板東 賢寛 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

3.
加藤 和昭 )( パル      87 84

15.
綾部 竜治 )( 霞ヶ関    

黒田 健司 )( パル      85 85 佐藤 一司 )( 霞ヶ関    

4.
大越 剛 )( ﾛｲﾔﾙP   

16.
吉田 幸太郎 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

金杉 康 )( ﾛｲﾔﾙP   岩淵 毅 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

5.
河本 正史 )( PTC      87 76（4） 82

17.
鹿島 浩幸 )( 一般      

堀越 稔 )( PTC      61 斉藤 秀樹 )( 一般      

6.
平岡 陽 )( あさき     83 82

18.
鈴木 孝明 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

中嶋泰裕 )( あさき     大沢 隆男 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

7.
上原浩路 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  86 84

19.
池上 雅人 )( 霞ヶ関    

横田文平 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  斉藤 潤 )( 霞ヶ関    

8.
清田三郎 )( 霞ヶ関    82 86

20.
高橋 雄一 )( 市役所   

若生 直 )( 霞ヶ関    御手洗 貴史 )( 市役所   

9.
入江 猛 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  84 85

21.
羽入田 浩司 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

小峰 直 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ     川田 泰史 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

10.
諸口尚良 )( KTC会   

22.
林 崇 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

川崎勝七 )( KTC会   85 86 川越 淳一 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

11.
安野修司 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  86 81

23.
山本 充彦 )( ﾚｲｸ       

市川 徹 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  榊 和善 )( ﾚｲｸ       

12.
吉田清吾 )( ﾊﾋﾟﾈｽ    87 85

24.
松岡 慎一 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

吉岡孝洋 )( ﾊﾋﾟﾈｽ    三浦 浩一 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

----- ３位決定戦 -----

1.
四十八願淳一 )( あさき     

柄島 隆司 )( HKｸﾗﾌﾞ  四十八願淳一

16.
吉田 幸太郎 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  RET 柄島 隆司
岩淵 毅 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

川越市テニス協会


