
施　　　　　　　　　　　　　2006年結城オープンミックスダブルス大会結果　　　　　（１１月１２日実

１．
寺越　和政 （FUN TO TENNIS)

３３．
田仲　正之 （栃木銀行）

高橋　正枝 (NJTC) 高木　茂子 （ロイヤルＴＣ）

２． ｂｙｅ ３４． ｂｙｅ
6-0 6-0

３． 山口　勝 （インサイト） ３５．岡田　誠 （結城サンデーズ）
谷原　由美恵 （インサイト） 岡田　貴子 （結城サンデーズ）

４． 福田　進 （ＦＴＣ） 6-0 6-3
３６．川上　和彦 （Ｗｉｎ）

福田　咲恵 （ＦＴＣ） 6-0 6-4 堀田　真理子 （Ｗｉｎ）

５． 後藤　正峰 （KTC) ３７．山中　敏秀 （ウィッチーズ）
後藤　久恵 （KTC) 6-1 6-3 山中　吉子 （ウィッチーズ）

６． 北城　勝栄 （結城ＴＣ） ３８．荒川　隆行 （チャージTC)
高野　幸子 （結城ＴＣ） 高橋　久美子 （チャージTC)

７． 雨貝　泰三 （結城ＴＣ） 6-3 6-0
３９．横松　征治 （つくばﾛｲﾔﾙSC)

庄司  弘美 （フリー） 齋藤　寿江 （つくばﾛｲﾔﾙSC)

８．
杉橋　三広 （てにバカ） 6-4 7-5

４０．
中村　聡 （石下テニスクラブ）

佐々木美津子 （てにバカ） 6-2 6-1 猪瀬利江子 （石下テニスクラブ）

９．
田沼　正芳 （ZONE)

４１．
政金　司郎 （日本ｳｪｰﾌﾞﾛｯｸ）

木村　則子 （結城ＴＣ） 6-4 宮下　とも子 （アプリコット）

１０． ｂｙｅ ４２．瀬畑　浩 （KTC)
6-4 6-2 佐藤　桂子 （KTC)

１１．由里　泰士 （チャージTC) ４３．稲葉　祐輔 （フリー）
大林　幸代 （チャージTC) 稲葉　直実 （フリー）

１２．六谷　幸三 （結城ＴＣ） 6-3 W.O.
４４．大橋　正人 （KTC)

六谷　美智子 （結城ＴＣ） 工藤　千寿 （富士通）

１３．土門　敬 （結城ＴＣ） 6-2 6-1
４５．新井　誠 （結城ＴＣ）

岩沢　ゆかり （ＮＪＴＣ） 6-3 6-3 新井　重美 （結城ＴＣ）

１４．坂下　芳博 (八千代テニス連盟） ４６．相良　正章 （T-シャリュー）
小林　香織 (八千代テニス連盟） 本橋　久美子 （T-シャリュー）

１５． ｂｙｅ 7-5 6-0
４７． ｂｙｅ

１６．
磯貝　正樹 (富士通那須）

４８．
高橋　康浩 （昭和電工）

磯貝美恵子 （GTCC）
7-5 6-0

藤井　玉青 （昭和電工）

１７．
青木　亨 （サンテニス）

４９．
本名　将之 （FUN TO TENNIS)

柴山　聡美 （サンテニス） 佐久間祥子 （フリー）

１８． ｂｙｅ 6-4
５０． ｂｙｅ

6-0 7-5

１９．神戸　勝利 （KTC) ５１．大熊　信一 （結城ＴＣ）
神戸　美紀 （KTC) 大熊　美子 （結城ＴＣ）

２０．菊地　秀平 （チョコミント） 6-2 6-2
５２．佐藤　尚 （チョコミント）

北林　里江 （チョコミント） 6-2 6-0 菊地　美智子 （チョコミント）

２１．岡部　忠弘 （フリー） ５３．斗光　雅明 （ワンダー）
岩崎　江美子 （フリー） 6-0 6-2 斗光　操子 （チーム２００１）

２２．木村　哲 （結城ＴＣ） ５４．出口　洋志 （アトム）
木村　恭子 （結城ＴＣ） 出口　利美 （アトム）

２３．渡邊　直利 （国総研・土研ＴＣ） 6-3 5-3ret.
５５．澤辺　雄一 （ｅｆ）

石尾　真理 （国総研・土研ＴＣ） 田上　ひろみ （ｅｆ）

２４．
真中　昭広 （タムラＴＣ） 6-1 6-3

５６．
笠倉　一寿 （ZONE)

粕谷　由美子 （タムラＴＣ） 笠倉　恵 （ZONE)

２５．
小川　宙士 （JAC) 6-2 6-4

５７．
ｽﾍﾞﾝ　ﾎﾙｺﾑ （ＯＺＪＰ）

徳永　美穂 （JAC) 6-4 6-2 内岡　菜穂子 （ＯＺＪＰ）

２６．飯島　正 （結城ＴＣ） ５８．林　孝 （湘南（爆）テニス族）
飯島　正子 （結城ＴＣ） 6-3 6-2 辻　由香里 （ＲＩＺＵ）

２７．関　努 （NGTC) ５９．白石　健太 （常磐大学）
古矢　実子 （NGTC) 細井　裕美 （常磐大学）

２８．赤荻　宏幸 （結城ＴＣ） 6-1 7-5
６０．阿部田　仁 （越谷エンゼル歯科）

瀬野　玉江 （結城ＴＣ） 富塚　よし江 （越谷エンゼル歯科）

２９．齊藤　祐貴 （日本ｳｪｰﾌﾞﾛｯｸ） 7-6（1） 6-3
６１．野辺　英行 （T-シャリュー）

星　晴香 （タムラＴＣ） W.O. 6-1 木村　栄子 （T-シャリュー）

３０．大野　洋揮 （フリー） ６２．松田　泰博 （結城ＴＣ）
清水　亜佑未 （フリー） 本間　富士子 （小山ﾏｽﾀｰｽﾞ）

３１． ｂｙｅ 6-1 6-1
６３． ｂｙｅ

３２．
渡邉　隆典 （ＲＩＺＵ）

６４．
佐々木勝彦 （JAC)

渡邉　千鶴 （ＲＩＺＵ） 手束　睦子 （JAC)
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