第２６回市民総合スポーツ大会テニス競技（９月２９日・３０日・１０月７日実施）
（シングルスの試合結果）
種

目

一般男子（Ａ）

優

勝

梶原 淳史
（九州電力）

一般男子（Ｂ）

佐藤 秀昭
（always)

一般男子（Ｃ１）

大久保 翔平
（フリー）

一般男子（Ｃ２）

浦邉 裕亮
（福岡市役所）

一般男子（４０歳以上）

神代 策正
（チームNishi）

一般男子（５０歳以上）

一般男子（６０歳以上）

シ
ン
グ 一般男子（６５歳以上）
ル
ス
一般男子（７０歳以上）

（ノースリバーTC）
藤野 洋一
（クリーンビレッジTC）
前田 茂行
（福岡市役所）

入木田 忍

（九電クラブ）
福田 文夫
（若久TC）
五郎丸 勇夫

原田 薫

野田佳代子

中村 小百合

熊本 美知子

久保田 ヨリ子
（長住TC）

一般女子（６０歳以上）

田岡 和洋

木下 孝章

（クリーンビレッジTC）
一般女子（５５歳以上）

（FDC）

（KKSクラブ）

（チームNishi）
一般女子（５０歳以上）

田平 和久

（KKSクラブ）

(スウエット＆ティアーズ）
一般女子（４０歳以上）

（ロイヤルTC）

島林 信広

（九州国際TC）
一般女子（Ｃ）

ウォンケーウシッティポン

原田 治親

（フィーリング）
一般女子（Ｂ）

準 優 勝

赤瀬みや子
（ジョビアン）

（クリーンビレッジTC）
平田 博之
（フィーリング）
菅野 昌美
（フリー）
森岡 直子
（FDC）
金崎ななえ
(西日本シティ銀行）
松林 なおみ
（油山TC）
徳永 整子
（こがっち）
中村 國子
（熟年志免隊）
吉永 孝子
（おじゃましま～す）

第２６回市民総合スポーツ大会テニス競技（９月２９日・３０日・１０月７日実施）
（ダブルスの試合結果）

種

目

一般男子（Ａ）

一般男子（Ｂ）

一般男子（Ｃ）

一般男子（Ｄ）

一般男子（５０歳以上）

一般男子（６０歳以上）

ダ 一般男子（７０歳以上）
ブ
ル
一般女子（Ｂ）
ス
一般女子（Ｃ）

一般女子（Ｄ）

一般女子（４０歳以上）

一般女子（５０歳以上）

一般女子（５５歳以上）

一般女子（６０歳以上）

優

勝

準 優 勝

田畑 寛樹 （King fishers)

一瀬 望 （ルネサンス春日）

ウォンケーウ・シッティポン（King fishers）

幸野 貴史 （グローバルアリーナ）

甲斐原佑太 （Fight Club）

鍵山

潤 （Fight Club)

入佐 洋平 （Fight Club）

塔野 重治 （Fight Club）

大星 浩 （Fight Club）

松岡 浩一 （コックスコーム）

森崎 良 （Fight Club）

城島 勇 （コックスコーム）

松本 泰幸 （てに吉）

松尾

誠 （チームNishi）

石橋 司 （てに吉）

大川内 孝樹 （チームNishi）

村上 毅浩 （BSTC）

原野 光弘 （クリーンビレッジTC）

首藤 浩二 （BSTC）

山崎 克己 （クリーンビレッジTC）

平田 博之 （フィーリング）

井上 保雄 （フィーリング）

田川 陽一郎 （フィーリング）

築地 登志雄 （ファミリーTC）

五郎丸勇夫 （フィーリング）

国分 次雄 （フィーリング）

菅野 昌美 （フリー）

渡辺 正時 （おじゃましま～す）

大星

望 （Fight Club）

重松 友香 (ルネサンス大橋）

中村 多美枝 （Fight Club)

尼﨑 晴美 （ルネサンス大橋）

吉永 仁美 （かもめ第三小学校）

中本 恵美 (チームNishi)

斉藤 千春 （かもめ第三小学校）

甲斐 明子 (チームNishi)

米田 昌子 （チームNishi）

石井 真弓 （JBフレンズ）

原 千津子 （チームNishi）

原 宏子 （チームNishi）

三村 順子 （コックスコーム）

白鳥 陽子 （チームNishi）

加藤 和代 （コックスコーム）

大川 智子 （チームNishi）

瓦田 摩紀 （おじゃましま～す）

沖 清美 （NC－TC）

山下 京子 （おじゃましま～す）

清水 由美子 （NC-TC）

朝長 喜美子 （おじゃましま～す）

有村 成子 （チームNishi）

古田 加代（おじゃましま～す）

岩崎 安代 （チームNishi ）

今堀 早苗 （おじゃましま～す）

山許 勢子 （おじゃましま～す）

吉永 孝子 （おじゃましま～す）

田中 佐由美 （おじゃましま～す）

