
 2003年度 川越市市民体育祭 テニスの部 2003/12/31

壮年男子ダブルス(45才以上)

1.
重村 威生 )( ﾌｫﾚｽﾄ   優勝

25.
川尻 康夫 )( KTC会  

河内 常一 )( ﾌｫﾚｽﾄ   吉田 幸太郎 諸口 尚良 )( KTC会  

2.  bye
61 須賀 賢司 60

26.  bye

3.
梅原 忍 )( 一般     

27.
武藤 廣志 )( 一般     

小山 賀津男 )( 一般     水村 民雄 )( 一般     

4.
田中 達雄 )( 名細     62 61

28.
加賀屋 正憲 )( 名細     

直江 正直 )( 名細     粕谷 千孝 )( 名細     

5.
吉沢 和平 )( 一般     62 60

29.
奥野 英雄 )( 一般     

岡田 正博 )( 一般     板井 靖司 )( 一般     

6.
川崎 勝七 )( KTC会  W.O 63

30.
真崎 浩一 )( 遊乗会  

高橋 茂 )( 一般     荒幡 睦夫 )( 遊乗会  

7.
小田切 信夫 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ    60 64

31.
有賀 耕司 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

太田 浩一 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ    深井 康夫 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

8.
浦 光夫 )( ﾊﾋﾟﾈｽ   64 W.O

32.
守屋 勇 )( 一般     

吉岡 隆志 )( ﾊﾋﾟﾈｽ   上野 陽一 )( 一般     

9.
三島 章 )( 庭球塾  63

33.
大室 一冶 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ    

新井 徹 )( 庭球塾  笠原 裕 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ    

10.
伊藤 公平 )( レイク    75 46 76

34.
内田 卓之 )( KTC会  

森岡 剛 )( レイク    75 (4) 浅見 一宏 )( KTC会  

11.
野村 順一 )( 一般     64 62 60

35.
美松 長吉 )( 一般     

狩野 正人 )( 一般     大塚 伸二 )( 一般     

12.
安達 真也 )( パル     W.O 63

36.
川上 晃 )( 庭球塾  

小林 征弘 )( パル     梶浦 博之 )( 庭球塾  

13.
清水 和夫 )( HKｸﾗﾌﾞ 

37.
田家 達也 )( あさき    

石井 幹男 )( HKｸﾗﾌﾞ 古門 武志 )( あさき    

14.  bye
60 W.O

38.
鈴木 徹 )( 一般     

田辺 先廣 )( 一般     

15.
中山 毅 )( レイク    W.O

39.
宮原 豊 )( 名細     

板垣 卓男 )( レイク    前野 一美 )( 名細     

16.
高橋 裕幸 )( 一般     60

40.
土田 正美 )( パル     

矢作 芳和 )( 一般     小池 一雄 )( パル     

17.
牛島 陸紀 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ    61

41.
松原 常夫 )( 一般     

佐藤 良彦 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ    増田 揚水 )( 一般     

18.
山崎 巧 )( 遊乗会  W.O 62

42.
北垣 克己 )( 庭球塾  

中山 秀樹 )( 遊乗会  川合 智雄 )( 庭球塾  

19.
浜地 敏夫 )( KTC会  61 62

43.
江面 康夫 )( HKｸﾗﾌﾞ 

木野 智正 )( KTC会  佐藤 隆彦 )( HKｸﾗﾌﾞ 

20.
新井 三津雄 )( 一般     60 76

44.
八谷 美一 )( レイク    

清水 広 )( 一般     (6) 植村 正 )( レイク    

21.
鈴木 勇雄 )( ﾌｫﾚｽﾄ   W.O 63

45.
田村 定三 )( ﾛｲﾔﾙP  

増嶋 太郎 )( ﾌｫﾚｽﾄ   竹内 和夫 )( ﾛｲﾔﾙP  

22.
外山 次男 )( 一般     RET 60

46.
張替 正行 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ    

佐藤 満 )( 一般     沢田 一成 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ    

23.  bye 47.  bye

24.
清田 三郎 )( 霞ヶ関   61 62

48.
吉田 幸太郎 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ 

西留 清比古 )( 霞ヶ関   須賀 賢司 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ 

----- ３位決定戦 -----

1.
重村 威生 )( ﾌｫﾚｽﾄ   

河内 常一 )( ﾌｫﾚｽﾄ   川尻 康夫

25.
川尻 康夫 )( KTC会  RET 諸口 尚良
諸口 尚良 )( KTC会  

川越市テニス協会


