
11/29　一般男子

前田　寛弥 キートス 松本　陽 鈴鹿市役所

相星　雅弥 キートス 中川　倫久 鈴鹿市役所

64 63

伊藤　悠真 箕田塾 山下　良史 箕田塾

野村　晴空 ロランインドア 赤井　真也 箕田塾

62 62

白石　直央 鈴鹿高専 64 62 米川　双惟 キートス

呉山　大樹 鈴鹿高専 横井　広渡 キートス

勝田　成仁 鈴鹿市役所 牧野　陽向 鈴鹿高専

岡田　旬史 鈴鹿市役所 大平　渚斗 鈴鹿高専

62 60

中里　賢吾 箕田塾 森川　勝文 鈴鹿庭球塾

木股　敬貴 キートス 加藤　仁 鈴鹿庭球塾

63 64

藤田　玄 鈴鹿庭球塾 森口　佳祐 鈴鹿高専

岡本　雄介 ＣＬＡＰＳ 堀田　武 鈴鹿高専

61 60

渥美　和也 鈴鹿市役所 今村　優希 キートス

津本　洋一 鈴鹿市役所 永戸　博基 キートス

61 75

佐野　翔也 キートス 中島　道人 ＣＬＡＰＳ

原田　恭輔 キートス 石塚　修 ＣＬＡＰＳ

61 62

馬渕　透 鈴鹿高専

田中　稜人 鈴鹿高専

63 w.o.

佐々木　洋一 旭化成 多湖　悠人 鈴鹿高専

森上　祥伍 旭化成 64 60 大浦　悠人 鈴鹿高専

浜畑　秀次 箕田塾 中尾　聡佑 どすこいテニス

古川　貴浩 箕田塾 坂崎　大晃 箕田塾
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11/28　一般女子

薮内　弥生 鈴鹿庭球塾 二本松　礼子 キートス

大谷　さゆり 鈴鹿庭球塾 森本　敦子 鈴鹿庭球塾

62 60

浅野　七海 ＡＴＨＬＥＦＯＲＴ 堤　咲弥 三重ＧＴＣ

伊藤　友瞳 ＡＴＨＬＥＦＯＲＴ 近藤　楓果 IOB

64 60

鈴木　みゆき ロランインドア 今村　華恵 楠ＳＣ

西村　トモ子 ロランインドア 原　麻里子 楠ＳＣ

76(8) 62

河西　絢音 鈴鹿ジュニア 山田　立代 ロランインドア

谷口　歩優 ロングウッド鈴鹿 鈴木　綾子 ロランインドア

63 63

加藤　朋子 みさとＴＣ 川出　晶葉 鈴鹿ジュニア

吉田　晴美 みさとＴＣ 河西　唯花 鈴鹿ジュニア

薮内　弥生 鈴鹿庭球塾

大谷　さゆり 鈴鹿庭球塾

61

川出　晶葉 鈴鹿ジュニア

河西　唯花 鈴鹿ジュニア

11/29　ＯＶ45女子

二本松　礼子 キートス 加藤　朋子 みさとＴＣ

森本　敦子 鈴鹿庭球塾 村山　栄里子 みさとＴＣ

62 63

伊藤　佐美子 ＩＴＯ．ＴＣ 小林　奈加 キートス

矢野　江美 ＩＴＯ．ＴＣ 大谷　澄子 キートス

62 62

山中　晃子 ロングウッド鈴鹿 辻　恵美 ロランインドア

岡田　博子 キートス 古米　昌子 ロングウッド鈴鹿

63 61

新村　美智子 みさとＴＣ 川瀬　奈津子 楠ＳＣ

大井　恵 みさとＴＣ 高岡　君子 楠ＳＣ

61 64

中尾　和代 楠ＳＣ 山田　立代 ロランインドア

朝熊　久美子 キートス 鈴木　みゆき ロランインドア
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第51回鈴鹿市長杯ダブルス　ドロー２

11/28 ＯＶ45男子

酒徳理陽　鈴鹿庭球塾
森川勝文　鈴鹿庭球塾

大石敏男　キートス
森有人　ＧＯＧOクラブ

原田誠　ＩＴＯ．ＴＣ
豊田和巳　鈴鹿庭球塾

山崎善宏　キートス
山下幸郎　キートス

順位

酒徳理陽　鈴鹿庭球塾
森川勝文　鈴鹿庭球塾

6-1 6-4 6-2 1

大石敏男　キートス
森有人　ＧＯＧOクラブ

1-6 4-6 6-3 3

原田誠　ＩＴＯ．ＴＣ
豊田和巳　鈴鹿庭球塾

4-6 6-4 6-0 2

山崎善宏　キートス
山下幸郎　キートス

2-6 3-6 0-6 4

11/29 ＯＶ55女子

岸江由紀子　キートス
中川日登美　キートス

伊藤真弓　みさとＴＣ
笠井和子　鈴鹿ウィン

二宮里美　キートス
杉野真由美　キートス

西脇元子　ロランインドア
西村トモ子 ロランインド
ア

順位/得失ｹﾞｰﾑ数

岸江由紀子　キートス
中川日登美　キートス

4-6 2-6 6(5)-7 4 

伊藤真弓　みさとＴＣ
笠井和子　鈴鹿ウィン

6-4 6-3 4-6 2 / +3

二宮里美　キートス
杉野真由美　キートス

6-2 3-6 6-0 1 / +7

西脇元子　ロランインドア
西村トモ子　ロランインドア

7-6(5) 6-4 0-6 3 / -4



一般男子コンソレーション

白石　直央 鈴鹿高専 森口　佳祐 鈴鹿高専

呉山　大樹 鈴鹿高専 堀田　武 鈴鹿高専

63

63

勝田　成仁 鈴鹿市役所 多湖　悠人 鈴鹿高専

岡田　旬史 鈴鹿市役所 大浦　悠人 鈴鹿高専

61

佐野　翔也 キートス 64 61 今村　優希 キートス

原田　恭輔 キートス 永戸　博基 キートス

61

佐々木　洋一 旭化成 牧野　陽向 鈴鹿高専

森上　祥伍 旭化成 大平　渚斗 鈴鹿高専

62

米川　双惟 キートス

横井　広渡 キートス

一般女子コンソレーション

浅野　七海 ＡＴＨＬＥＦＯＲＴ 今村　華恵 楠ＳＣ

伊藤　友瞳 ＡＴＨＬＥＦＯＲＴ 原　麻里子 楠ＳＣ

63 61

河西　絢音 鈴鹿ジュニア 62 61 山田　立代 ロランインドア

谷口　歩優 ロングウッド鈴鹿 鈴木　綾子 ロランインドア

鈴木　みゆき ロランインドア 二本松　礼子 キートス

西村　トモ子 ロランインドア 森本　敦子 鈴鹿庭球塾

ＯＶ45女子コンソレーション

伊藤　佐美子 ＩＴＯ．ＴＣ 辻　恵美 ロランインドア

矢野　江美 ＩＴＯ．ＴＣ 古米　昌子 ロングウッド鈴鹿

64

61 62

中尾　和代 楠ＳＣ 川瀬　奈津子 楠ＳＣ

朝熊　久美子 キートス 高岡　君子 楠ＳＣ

二本松　礼子 キートス

森本　敦子 鈴鹿庭球塾

2 6
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